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女子３０歳未満
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 843 菅 紀美   ｽｶﾞ ｺﾄﾐ 森山ｸﾗﾌﾞ       1時間29分12秒 (新潟県)
2 2468 雨宮 美宇  ｱﾒﾐﾔ ﾐｭｳ 筑波大学        1時間32分07秒 (茨城県)
3 495 町田 はるか ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｶ 信州大学医学部陸上部  1時間37分45秒 (松本市)
4 2664 辰巳 遥香  ﾀﾂﾐ ﾊﾙｶ 信大医学部陸上部    1時間39分43秒 (塩尻市)
5 646 福沢 志穂  ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾎ ふぁいﾄﾝ       1時間44分07秒 (駒ヶ根市)
6 2823 鈴木 香織  ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 相支走愛        1時間46分28秒 (伊那市)
7 930 岡田 幸子  ｵｶﾀﾞ ｻﾁｺ             1時間46分39秒 (須坂市)
8 638 伊東 玲奈  ｲﾄｳ ﾚｲﾅ ふぁいﾄﾝ       1時間47分46秒 (駒ヶ根市)
9 1710 小西 公美  ｺﾆｼ ｸﾐ             1時間48分50秒 (東京都)

10 2495 カラー ナタリ ｶﾗｰ ﾅﾀﾘｰ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     1時間50分48秒 (阿智村)
11 1790 長尾 麻美  ﾅｶﾞｵ ｱｻﾐ ごｰやちゃんぷるず   1時間50分58秒 (松本市)
12 5257 田中 優子  ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 辰野町役場       1時間54分46秒 (辰野町)
13 483 舛田 真理亜 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾘｱ ﾁｰﾑ追手町      1時間56分47秒 (飯田市)
14 2843 藤田 寛奈  ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾅ             1時間56分49秒 (埼玉県)
15 1517 宮坂 明梨  ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ             1時間57分03秒 (茅野市)
16 2713 鈴木 朋子  ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 信州大学病院      1時間57分47秒 (松本市)
17 1794 前田 恵里  ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ 諏訪中央病院      1時間58分39秒 (下諏訪町)
18 5638 真野 可奈子 ﾏﾉ ｶﾅｺ             1時間59分20秒 (神奈川県)
19 1691 小出 優子  ｺｲﾃﾞ ﾕｳｺ             1時間59分39秒 (駒ヶ根市)
20 4511 神山 成美  ｶﾐﾔﾏ ﾅﾙﾐ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     1時間59分41秒 (諏訪市)
21 1484 富永 茉紀  ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｷ 信大06OT      1時間59分47秒 (広島県)
22 1757 小口 奈緖  ｵｸﾞﾁ ﾅｵ             2時間01分26秒 (岡谷市)
23 4424 柴田 真帆  ｼﾊﾞﾀ ﾏﾎ             2時間01分27秒 (香川県)
24 4792 宮坂 幸代  ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾖ             2時間01分33秒 (諏訪市)
25 5223 笠原 承子  ｶｻﾊﾗ ｼｮｳｺ             2時間01分43秒 (長野市)
26 7309 清水 美穂  ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 信州大学        2時間02分07秒 (松本市)
27 4143 田中 絵美  ﾀﾅｶ ｴﾐ             2時間02分11秒 (松本市)
28 2463 中野 好美  ﾅｶﾉ ﾖｼﾐ 献血協力願い隊!    2時間03分27秒 (愛知県)
29 614 小林 美樹  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ ★税理士法人三澤会計RC 2時間03分34秒 (諏訪市)
30 3636 中原 悠   ﾅｶﾊﾗ ﾊﾙｶ 諏訪中央病院      2時間03分41秒 (岡谷市)
31 5555 福田 裕理子 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘｺ             2時間03分47秒 (東京都)
32 3526 新谷 史織  ｼﾝﾀﾆ ｼｵﾘ 岡谷市立湊小学校    2時間03分57秒 (岡谷市)
33 2971 河西 めぐみ ｶｻｲ ﾒｸﾞﾐ             2時間03分59秒 (下諏訪町)
34 7328 小坂 亜由美 ｺｻｶ ｱﾕﾐ 信大 和っしょい    2時間04分05秒 (上田市)
35 4082 青木 佳世  ｱｵｷ ｶﾖ             2時間04分29秒 (長野市)
36 5514 石橋 百合子 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾘｺ             2時間04分38秒 (岡谷市)
37 2455 宮坂 みらい ﾐﾔｻｶ ﾐﾗｲ GOGO!渋江!    2時間04分39秒 (岡谷市)
38 1744 三木 瑛奈  ﾐｷ ｴｲﾅ             2時間04分49秒 (松本市)
39 3706 宮島 めぐみ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ             2時間04分51秒 (長野市)
40 3469 春木 裕香里 ﾊﾙｷ ﾕｶﾘ なし          2時間05分15秒 (東京都)
41 5610 国沢 有希  ｸﾆｻﾜ ﾕｷ MELLOWPARK  2時間05分39秒 (松本市)
42 5768 伊藤 まな美 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 諏訪赤十字病院     2時間05分49秒 (諏訪市)
43 4605 尾上 裕美  ｵﾉｳｴ ﾕﾐ 諏訪警察署       2時間06分01秒 (諏訪市)
44 4084 藤森 英里奈 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾘﾅ BIRTH&days  2時間06分40秒 (高森町)
45 5290 中村 ひとみ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ             2時間06分40秒 (諏訪市)
46 4932 丸山 みどり ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ             2時間06分50秒 (長野市)
47 5153 高柳 美紀  ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐｷ             2時間07分11秒 (富山県)
48 6052 児玉 かおり ｺﾀﾞﾏ ｶｵﾘ             2時間07分46秒 (松本市)
49 2608 林 裕美   ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ             2時間07分50秒 (松本市)
50 5475 宮下 愛美  ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅﾐ             2時間08分37秒 (茅野市)
51 4019 高田 奈穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾎｺ             2時間08分43秒 (茅野市)
52 4436 仲村 美沙  ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ 松本信用金庫      2時間08分51秒 (松本市)
53 5222 大久保 有季 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷ             2時間09分02秒 (松本市)
54 4308 大泉 由希子 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｷｺ             2時間09分10秒 (栃木県)
55 3638 柴田 真由  ｼﾊﾞﾀ ﾏﾕ 諏訪中央病院      2時間09分31秒 (茅野市)
56 1865 齋藤 美里  ｻｲﾄｳ ﾐｻﾄ             2時間09分57秒 (松本市)
57 4917 長谷川 裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ 長野県警察       2時間10分09秒 (長野市)
58 5554 吉野 歩   ﾖｼﾉ ｱﾕﾐ             2時間10分16秒 (東京都)
59 6209 両角 奈都子 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾂｺ             2時間10分19秒 (茅野市)
60 5784 佐々木 彩  ｻｻｷ ｱﾔ             2時間10分42秒 (岡谷市)
61 6325 矢田 智加子 ﾔﾀﾞ ﾁｶｺ 諏訪共立病院      2時間10分56秒 (下諏訪町)
62 3602 堀内 嘉子  ﾎﾘｳﾁ ﾖｼｺ 諏訪中央病院      2時間11分03秒 (飯田市)
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63 7535 宮澤 彩実  ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾐ             2時間11分03秒 (原村)
64 5589 井口 美汐奈 ｲｸﾞﾁ ﾐﾕﾅ             2時間11分07秒 (南箕輪村)
65 5457 江原 結   ｴﾊﾗ ﾕｲ             2時間11分23秒 (富士見町)
66 5646 小澤 奈津美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 富士見町役場      2時間11分23秒 (神奈川県)
67 4039 百瀬 瑠美  ﾓﾓｾ ﾙﾐ 松本市立病院      2時間11分35秒 (松本市)
68 5184 田中 愛   ﾀﾅｶ ｱｲ             2時間11分40秒 (駒ヶ根市)
69 5711 小松 香織  ｺﾏﾂ ｶｵﾘ 八十二銀行       2時間11分58秒 (塩尻市)
70 5680 笠原 麻衣  ｶｻﾊﾗ ﾏｲ 天使幼稚園       2時間11分59秒 (宮田村)
71 2944 小林 亜紀江 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｴ             2時間12分13秒 (茅野市)
72 6353 鈴木 愛加  ｽｽﾞｷ ｱｲｶ ﾍﾙｼｱ        2時間12分20秒 (長野市)
73 2876 三澤 陽子  ﾐｻﾜ ﾖｳｺ             2時間12分26秒 (辰野町)
74 1412 吉川 さくら ｷｯｶﾜ ｻｸﾗ             2時間13分02秒 (松本市)
75 4450 武井 琴音  ﾀｹｲ ｺﾄﾈ 諏訪信用金庫      2時間13分08秒 (諏訪市)
76 5154 北村 優香  ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｶ             2時間13分24秒 (富山県)
77 6369 大輪 遥   ｵｵﾜ ﾊﾙｶ             2時間13分47秒 (塩尻市)
78 5268 谷 朋花   ﾀﾆ ﾄﾓｶ             2時間14分17秒 (岐阜県)
79 4175 秋山 緑   ｱｷﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 湖岸通り整骨院     2時間14分37秒 (岡谷市)
80 2537 中村 優里  ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ             2時間15分15秒 (伊那市)
81 6398 田村 美由希 ﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ             2時間15分22秒 (東京都)
82 5657 山口 文菜  ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾅ             2時間15分30秒 (愛知県)
83 4877 高橋 悠   ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ             2時間15分51秒 (諏訪市)
84 2880 五味 麻理子 ｺﾞﾐ ﾏﾘｺ             2時間15分53秒 (茅野市)
85 2763 山嵜 亜花里 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾘ             2時間16分01秒 (長野市)
86 5641 肥田 未来  ﾋﾀﾞ ﾐﾗｲ             2時間16分12秒 (長野市)
87 7589 矢野 沙耶香 ﾔﾉ ｻﾔｶ ﾜｲﾜｲ倶楽部     2時間16分18秒 (東京都)
88 1044 上條 晴美  ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾐ 軽ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ   2時間16分20秒 (茅野市)
89 2412 野口 彩夏  ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ             2時間16分48秒 (諏訪市)
90 7254 西澤 綾   ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔ             2時間17分02秒 (茅野市)
91 5604 小林 海里  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾘ ﾌｧﾝｸﾘｯﾌﾟ     2時間17分04秒 (茅野市)
92 2926 竹内 彩   ﾀｹｳﾁ ｱﾔ             2時間17分16秒 (諏訪市)
93 6826 平林 由貴奈 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ 八十二銀行  諏訪支店 2時間17分50秒 (原村)
94 2786 篠原 夏美  ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂﾐ             2時間17分55秒 (岡谷市)
95 152 大井 祐里  ｵｵｲ ﾕﾘ 佐久病院        2時間18分39秒 (佐久市)
96 3868 田村 靖子  ﾀﾑﾗ ﾔｽｺ 長野中央病院      2時間18分39秒 (長野市)
97 1102 武居 由佳  ﾀｹｲ ﾕｶ 富士見高原病院     2時間18分48秒 (富士見町)
98 4306 小栗 沙千  ｵｸﾞﾘ ｻﾁ             2時間18分51秒 (長野市)
99 7791 鷲見 明子  ｽﾐ ｱｷｺ             2時間18分54秒 (愛知県)

100 5458 村橋 郁美  ﾑﾗﾊｼ ｲｸﾐ             2時間18分56秒 (安曇野市)
101 6199 藤澤 かすみ ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾐ             2時間19分05秒 (東京都)
102 6562 中塚 真里  ﾅｶﾂｶ ﾏﾘ             2時間19分07秒 (高森町)
103 2285 内藤 美優  ﾅｲﾄｳ ﾐﾕ             2時間19分24秒 (茅野市)
104 7457 三溝 あゆみ ｻﾐｿﾞ ｱﾕﾐ ﾗ･ｶｽﾀ       2時間19分27秒 (塩尻市)
105 7195 今井 文乃  ｲﾏｲ ｱﾔﾉ             2時間19分30秒 (長野市)
106 5563 岡部 真理  ｵｶﾍﾞ ﾏﾘ             2時間19分45秒 (茅野市)
107 3276 田森 緑   ﾀﾓﾘ ﾐﾄﾞﾘ             2時間19分50秒 (東京都)
108 5712 石野 弥須子 ｲｼﾉ ﾔｽｺ 株式会社VSN     2時間20分04秒 (東京都)
109 7490 安藤 寿美怜 ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ             2時間20分09秒 (伊那市)
110 4573 松岡 道子  ﾏﾂｵｶ ﾐﾁｺ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間20分10秒 (諏訪市)
111 3634 細田 由貴  ﾎｿﾀﾞ ﾕｷ 諏訪中央病院      2時間20分13秒 (茅野市)
112 7211 猿田 香織  ｻﾙﾀ ｶｵﾘ NTTﾃﾞｰﾀ      2時間20分18秒 (千葉県)
113 5435 高橋 裕美  ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ             2時間20分27秒 (神奈川県)
114 5434 原 由布子  ﾊﾗ ﾕｳｺ             2時間20分34秒 (東京都)
115 4645 野溝 由佳  ﾉﾐｿﾞ ﾕｶ 株式会社ｺｰｹﾝ    2時間20分49秒 (伊那市)
116 5796 大井 葉月  ｵｵｲ ﾊﾂﾞｷ 長野救命医療専門学校  2時間20分57秒 (長野市)
117 7354 藤森 えり奈 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾘﾅ ﾗﾝﾅｰｽﾞ       2時間21分09秒 (大鹿村)
118 3612 大宮 ひとみ ｵｵﾐﾔ ﾋﾄﾐ ﾁｰﾑつみれ      2時間21分23秒 (駒ヶ根市)
119 6923 大本 恵利  ｵｵﾓﾄ ｴﾘ             2時間21分35秒 (千葉県)
120 7000 増馬 晶子  ﾏｽﾏ ｱｷｺ             2時間21分40秒 (東京都)
121 1090 小平 萌子  ｺﾀﾞｲﾗ ﾓｴｺ 富士見高原病院     2時間21分46秒 (富士見町)
122 5640 土屋 智恵子 ﾂﾁﾔ ﾁｴｺ             2時間21分54秒 (佐久市)
123 4791 清水 良美  ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾐ 諏訪中央病院      2時間22分00秒 (岡谷市)
124 5477 久保田 真澄 ｸﾎﾞﾀ ﾏｽﾐ 【ｽﾏｰﾄﾏﾗｿﾝ部】 2時間22分20秒 (長野市)
125 4870 小川 梓   ｵｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ             2時間22分23秒 (塩尻市)
126 7333 河角 奈央  ｶﾜｽﾐ ﾅｵ 信大ﾊﾞﾄﾞ部OB     2時間22分41秒 (松本市)
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127 7575 山田 香織  ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ             2時間23分13秒 (長野市)
128 5777 近藤 知未  ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ ｻﾑﾅｶﾞﾉ       2時間23分14秒 (千曲市)
129 1637 山本 詩織  ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 鴨居歯科医院      2時間23分15秒 (塩尻市)
130 2946 宮部 恵里菜 ﾐﾔﾍﾞ ｴﾘﾅ 株式会社小松精機工作所 2時間23分28秒 (諏訪市)
131 4316 小池 綾菜  ｺｲｹ ｱﾔﾅ             2時間23分41秒 (東京都)
132 5179 小野塚 直子 ｵﾉﾂﾞｶ ﾅｵｺ             2時間23分52秒 (諏訪市)
133 2963 八幡 彩乃  ﾔﾜﾀ ｱﾔﾉ 岡谷市役所       2時間23分54秒 (岡谷市)
134 6057 芳川 恵三子 ﾖｼｶﾜ ｴﾐｺ             2時間23分55秒 (長野市)
135 6627 三原 晃子  ﾐﾊﾗ ｱｷｺ             2時間24分08秒 (神奈川県)
136 2879 里見 文香  ｻﾄﾐ ﾌﾐｶ             2時間24分14秒 (埼玉県)
137 7335 高橋 由希子 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｺ             2時間24分14秒 (岡谷市)
138 5542 内山 愛香  ｳﾁﾔﾏ ｱｲｶ             2時間24分24秒 (長野市)
139 1045 畠山 梨恵  ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｴ             2時間24分29秒 (茅野市)
140 1593 清水 真希  ｼﾐｽﾞ ﾏｷ             2時間24分40秒 (南箕輪村)
141 4505 山田 美奈  ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 2時間24分44秒 (諏訪市)
142 3298 工藤 香緒里 ｸﾄﾞｳ ｶｵﾘ             2時間24分54秒 (神奈川県)
143 6327 松本 紋枝  ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｴ             2時間24分59秒 (諏訪市)
144 7329 髙山 裕子  ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｺ 信州大学 和っしょい  2時間25分10秒 (上田市)
145 4529 今井 彩那  ｲﾏｲ ｱﾔﾅ             2時間25分18秒 (岡谷市)
146 1642 中嶋 未奈子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅｺ 鴨居歯科医院      2時間25分30秒 (塩尻市)
147 5459 中村 絵美香 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐｶ 所属なし        2時間25分59秒 (東京都)
148 7337 高橋 亜矢子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ             2時間26分22秒 (東京都)
149 4731 木村 仁美  ｷﾑﾗ ﾋﾄﾐ BURIKO&BEERY 2時間26分24秒 (茅野市)
150 6699 倉島 千恵  ｸﾗｼﾏ ﾁｴ 川岸小学校       2時間26分33秒 (岡谷市)
151 1628 藤園 理恵  ﾌｼﾞｿﾞﾉ ﾘｴ 三井物産ｹﾐｶﾙ    2時間26分44秒 (東京都)
152 3639 大滝 咲美  ｵｵﾀｷ ｻｷﾐ 諏訪中央病院      2時間26分50秒 (岡谷市)
153 7391 村澤 沙代  ﾑﾗｻﾜ ｻﾖ ★TEAM★LIMIT★ 2時間27分04秒 (茅野市)
154 5691 宗田 悠美  ｿｳﾀ ﾕﾐ 長野県警察       2時間27分23秒 (長野市)
155 4916 長尾 裕子  ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｺ 長野県警察       2時間27分24秒 (長野市)
156 7022 青木 美代子 ｱｵｷ ﾐﾖｺ             2時間27分24秒 (長野市)
157 5904 小林 由香  ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｶ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間27分27秒 (坂城町)
158 6169 渋谷 多江  ｼﾌﾞﾔ ﾀｴ team  ﾏﾙﾆｼ  2時間27分30秒 (駒ヶ根市)
159 4124 渡辺 里穂  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 信州大学理学部化学科  2時間27分57秒 (松本市)
160 5578 宮坂 綾   ﾐﾔｻｶ ｱﾔ ｴｰﾄｩｰｾﾞｯﾄ    2時間28分05秒 (茅野市)
161 2972 河西 志帆  ｶｻｲ ｼﾎ             2時間28分24秒 (下諏訪町)
162 609 丸山 愛   ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ ★税理士法人三澤会計RC 2時間28分25秒 (諏訪市)
163 7176 千代 苑加  ﾁｼﾛ ｿﾉｶ 信大和っしょい     2時間28分28秒 (伊那市)
164 5890 中澤 美貴  ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｷ 諏訪信用金庫      2時間28分38秒 (下諏訪町)
165 6729 渡邉 聡美  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾐ ｲｰｽﾀﾝ       2時間28分45秒 (茅野市)
166 4752 楠原 美智恵 ｸｽﾊﾗ ﾐﾁｴ 諏訪中央病院      2時間28分49秒 (茅野市)
167 6494 伊藤 さくら ｲﾄｳ ｻｸﾗ             2時間29分06秒 (伊那市)
168 6058 加藤 由衣  ｶﾄｳ ﾕｲ             2時間29分09秒 (東京都)
169 2250 吉田 のり子 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 諏訪中央病院      2時間29分24秒 (茅野市)
170 4873 石川 由佳  ｲｼｶﾜ ﾕｶ 諏訪湖畔病院      2時間29分39秒 (松本市)
171 6678 小口 美緒  ｵｸﾞﾁ ﾐｵ             2時間29分40秒 (下諏訪町)
172 4910 中野 舞   ﾅｶﾉ ﾏｲ ｱｸﾃｨ部       2時間30分05秒 (長野市)
173 7469 佐久間 絵美 ｻｸﾏ ｴﾐ             2時間30分17秒 (東京都)
174 2230 鶴見 舞   ﾂﾙﾐ ﾏｲ             2時間30分21秒 (埼玉県)
175 4307 熊澤 亜耶  ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾔ             2時間30分21秒 (埼玉県)
176 6561 中塚 優里  ﾅｶﾂｶ ﾕﾘ             2時間30分27秒 (東京都)
177 6643 阿部 美織  ｱﾍﾞ ﾐｵﾘ             2時間30分29秒 (原村)
178 3428 小林 初月  ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 花田学園        2時間30分47秒 (埼玉県)
179 3603 千葉 佳織  ﾁﾊﾞ ｶｵﾘ ちｰむ翔        2時間31分08秒 (岡谷市)
180 4701 武井 亜紗実 ﾀｹｲ ｱｻﾐ TEAM  YAMANI 2時間31分11秒 (岡谷市)
181 7290 林 万里奈  ﾊﾔｼ ﾏﾘﾅ             2時間31分18秒 (岐阜県)
182 4193 浜 紗礼   ﾊﾏ ｻｱﾔ             2時間31分24秒 (岡谷市)
183 1043 上條 友加里 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｶﾘ             2時間31分26秒 (茅野市)
184 5468 小柳 有希  ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷ ﾄﾞﾗえもんず      2時間31分45秒 (長野市)
185 6051 山浦 夏実  ﾔﾏｳﾗ ﾅﾂﾐ             2時間31分57秒 (松本市)
186 4656 武田 菜津美 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鼻曲署         2時間32分16秒 (神奈川県)
187 3872 下澤 彩奈  ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾔﾅ             2時間32分18秒 (駒ヶ根市)
188 6560 武藤 真美香 ﾑﾄｳ ﾏﾐｶ             2時間32分24秒 (松本市)
189 5011 大島 友紀  ｵｵｼﾏ ﾕｷ TKKﾚｰｼﾝｸﾞ    2時間32分29秒 (駒ヶ根市)
190 3009 古畑 朝香  ﾌﾙﾊﾀ ｱｻｶ             2時間32分31秒 (岡谷市)
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191 3635 鋤柄 亜美  ｽｷｶﾞﾗ ｱﾐ 諏訪中央病院      2時間32分31秒 (茅野市)
192 4909 碓井 美友紀 ｳｽｲ ﾐﾕｷ ｱｸﾃｨ部       2時間32分53秒 (飯田市)
193 4396 村松 春美  ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙﾐ 下諏訪南小学校     2時間33分09秒 (飯山市)
194 7231 吉織 小百合 ﾖｼｵﾘ ｻﾕﾘ             2時間33分22秒 (大阪府)
195 4996 丸山 美樹  ﾏﾙﾔﾏ ﾐｷ 岡野薬品RC      2時間33分42秒 (安曇野市)
196 7352 本田 真美  ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾐ ﾏﾝﾃﾞｰｽﾞ       2時間33分43秒 (南箕輪村)
197 5970 原田 愛   ﾊﾗﾀ ｱｲ ﾁｰﾑとくばﾗﾝ    2時間33分49秒 (茅野市)
198 7360 大井 えり子 ｵｵｲ ｴﾘｺ             2時間34分32秒 (佐久市)
199 7390 長谷川 舞  ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ ★TEAM  LIMIT 2時間34分56秒 (茅野市)
200 6119 小岩井 幸恵 ｺｲﾜｲ ﾕｷｴ             2時間35分01秒 (松本市)
201 3793 大平 眞理子 ｵｵﾋﾗ ﾏﾘｺ             2時間35分32秒 (神奈川県)
202 6630 荒井 実可  ｱﾗｲ ﾐｶ             2時間35分35秒 (千曲市)
203 5593 中村 陽子  ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ             2時間36分13秒 (下諏訪町)
204 5579 田中 加奈  ﾀﾅｶ ｶﾅ ｴｰﾄｩｰｾﾞｯﾄ    2時間36分17秒 (伊那市)
205 1727 木内 舞夏  ｷｳﾁ ﾏｲｶ             2時間36分18秒 (塩尻市)
206 7810 田村 絵梨子 ﾀﾑﾗ ｴﾘｺ 信大和っしょい     2時間36分23秒 (南箕輪村)
207 4755 臼井 優子  ｳｽｲ ﾕｳｺ ｽﾜﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ 2時間36分33秒 (茅野市)
208 7286 小口 瑠衣  ｵｸﾞﾁ ﾙｲ             2時間36分42秒 (下諏訪町)
209 2891 西澤 弥佳  ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｶ 諏訪信用金庫      2時間36分59秒 (岡谷市)
210 6827 岩井 友梨  ｲﾜｲ ﾕﾘ 八十二銀行  諏訪支店 2時間37分37秒 (諏訪市)
211 7430 小池 智子  ｺｲｹ ﾄﾓｺ             2時間37分55秒 (原村)
212 7524 早川 倫代  ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾖ             2時間38分03秒 (静岡県)
213 7137 小林 瞳   ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾐ             2時間38分08秒 (長野市)
214 5819 原 久美子  ﾊﾗ ｸﾐｺ             2時間38分11秒 (茅野市)
215 4640 丸山 紫織  ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ             2時間38分30秒 (茅野市)
216 4641 両角 里織  ﾓﾛﾂﾞﾐ ｻｵﾘ             2時間38分30秒 (岡谷市)
217 4571 髙野 鈴菜  ﾀｶﾉ ﾚｲﾅ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間38分42秒 (新潟県)
218 5329 藤岡 智子  ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓｺ             2時間38分44秒 (千曲市)
219 6078 鈴木 昌実  ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ             2時間38分48秒 (松本市)
220 7632 小穴 千鶴  ｵｱﾅ ﾁﾂﾞﾙ             2時間38分48秒 (松本市)
221 5076 家崎 由樹恵 ｲｴｻｷ ﾕｷｴ             2時間38分52秒 (東京都)
222 4584 三岡 香奈  ﾐﾂｵｶ ｶﾅ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間38分55秒 (茅野市)
223 4125 是兼 由李子 ｺﾚｶﾈ ﾕﾘｺ 信州大学理学部化学科  2時間38分59秒 (松本市)
224 635 坂本 葵   ｻｶﾓﾄ ｱｵｲ             2時間39分08秒 (茅野市)
225 636 矢島 理沙  ﾔｼﾞﾏ ﾘｻ             2時間39分08秒 (茅野市)
226 637 矢島 麻衣  ﾔｼﾞﾏ ﾏｲ             2時間39分11秒 (諏訪市)
227 4777 大槻 美智子 ｵｵﾂｷ ﾐﾁｺ             2時間39分19秒 (富士見町)
228 1097 小口 愛実  ｵｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 富士見高原病院     2時間39分20秒 (富士見町)
229 3522 市村 智奈  ｲﾁﾑﾗ ﾄﾓﾅ 岡谷市立湊小学校    2時間39分20秒 (岡谷市)
230 2529 穂苅 瑞枝  ﾎｶﾘ ﾐｽﾞｴ             2時間39分22秒 (下諏訪町)
231 7454 小池 香織  ｺｲｹ ｶｵﾘ             2時間39分44秒 (東京都)
232 5387 小林 晶子  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ             2時間40分05秒 (富士見町)
233 1096 大柴 厘香  ｵｵｼﾊﾞ ﾘｶ 富士見高原病院     2時間40分34秒 (富士見町)
234 4324 藤森 ゆり佳 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾘｶ             2時間40分44秒 (諏訪市)
235 7264 森田 菜津美 ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ SJNKｼｽﾃﾑｽﾞ   2時間40分51秒 (埼玉県)
236 4798 小島 奈津季 ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 小林ｲﾝﾃﾘｱ     2時間41分05秒 (岡谷市)
237 2881 原 波佳里  ﾊﾗ ﾋｶﾘ             2時間41分06秒 (茅野市)
238 4892 山本 昌   ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾖ ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ辰野   2時間41分07秒 (辰野町)
239 1718 高山 望   ﾀｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ GRANTZ      2時間41分09秒 (松本市)
240 2276 横田 美穂  ﾖｺﾀ ﾐﾎ Curves      2時間41分32秒 (茅野市)
241 4720 樋口 真美  ﾋｸﾞﾁ ﾏﾐ 柳澤会計RC      2時間41分54秒 (富士見町)
242 7336 高橋 恵理子 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ             2時間42分27秒 (東京都)
243 7468 渡辺 麻友  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ             2時間42分27秒 (東京都)
244 7746 後藤 未妃  ｺﾞﾄｳ ﾐｷ VRC         2時間42分31秒 (埼玉県)
245 7623 清水 夏織  ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 諏訪市役所陸上部    2時間42分37秒 (諏訪市)
246 7622 水垣 千恵  ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾁｴ             2時間42分38秒 (諏訪市)
247 2311 日達 直美  ﾋﾀﾁ ﾅｵﾐ Curves      2時間42分39秒 (原村)
248 5062 遠藤 彬乃  ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 伊那中央病院      2時間43分19秒 (駒ケ根市)
249 7250 植松 奈緒  ｳｴﾏﾂ ﾅｵ             2時間43分36秒 (岡谷市)
250 5543 小俣 玲   ｵﾏﾀ ﾚｲ             2時間43分39秒 (千葉県)
251 2278 伊藤 華乃  ｲﾄｳ ﾊﾅﾉ Curves      2時間44分02秒 (伊那市)
252 6846 小平 恵梨  ｺﾀﾞｲﾗ ｴﾘ 諏訪湖畔病院      2時間44分06秒 (箕輪町)
253 4504 新村 由貴菜 ﾆｲﾑﾗ ﾕｷﾅ 日本電産ｻﾝｷｮｰ   2時間44分16秒 (下諏訪町)
254 5629 御子柴 恵子 ﾐｺｼﾊﾞ ｹｲｺ             2時間44分16秒 (伊那市)
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255 3352 湯田坂 友希 ﾕﾀﾞｻｶ ﾕｷ             2時間44分20秒 (茅野市)
256 3353 池上 知沙  ｲｹｶﾞﾐ ﾁｻ             2時間44分20秒 (茅野市)
257 7776 大平 阿美  ｵｵﾋﾗ ｱﾐ ㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ   2時間44分34秒 (東京都)
258 5355 重住 桜子  ｼｹﾞｽﾞﾐ ｻｸﾗｺ くにたちR       2時間44分37秒 (東京都)
259 7579 山岸 亜実  ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾐ SRC         2時間44分44秒 (諏訪市)
260 7580 杉本 由香  ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ SRC         2時間44分44秒 (諏訪市)
261 7263 関 彩奈   ｾｷ ｱﾔﾅ             2時間44分59秒 (岡谷市)
262 4564 今井 莉奈  ｲﾏｲ ﾘﾅ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間45分21秒 (長野市)
263 4753 山口 裕起子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｺ 諏訪中央病院      2時間45分24秒 (茅野市)
264 6410 宮坂 彩音  ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾈ 諏訪市役所       2時間45分24秒 (茅野市)
265 6825 久保田 早紀 ｸﾎﾞﾀ ｻｷ 八十二銀行  諏訪支店 2時間45分32秒 (諏訪市)
266 7217 西沢 朋美  ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ             2時間45分33秒 (坂城町)
267 6916 塩原 由妃  ｼｵﾊﾗ ﾕｷ 川岸小学校       2時間45分40秒 (岡谷市)
268 5038 石山 華   ｲｼﾔﾏ ﾊﾅ             2時間45分46秒 (埼玉県)
269 2252 平島 明日香 ﾋﾗｼﾏ ｱｽｶ curves      2時間46分29秒 (茅野市)
270 7700 近藤 紗也加 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ             2時間46分37秒 (塩尻市)
271 6507 宮沢 紀恵  ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｴ             2時間46分38秒 (木祖村)
272 7701 由井 みほ  ﾕｲ ﾐﾎ             2時間46分38秒 (神奈川県)
273 6347 松川 倫子  ﾏﾂｶﾜ ﾐﾁｺ             2時間46分44秒 (松川村)
274 7307 土田 由美子 ﾂﾁﾀﾞ ﾕﾐｺ 土屋薬品株式会社    2時間46分44秒 (松本市)
275 1130 青木 友理  ｱｵｷ ﾕﾘ ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ      2時間47分03秒 (大阪府)
276 7235 長嶺 茉那  ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏﾅ             2時間47分03秒 (長野市)
277 1087 本橋 采果  ﾓﾄﾊｼ ｱﾔｶ かさいｰず       2時間47分07秒 (岡谷市)
278 4616 田中 裕美  ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 会社員         2時間47分24秒 (松本市)
279 7581 斉藤 由佳  ｻｲﾄｳ ﾕｶ             2時間47分36秒 (山梨県)
280 4437 河西 瞳美  ｶｻｲ ﾋﾄﾐ 諏訪信用金庫      2時間47分55秒 (岡谷市)
281 5211 桑原 沙千  ｸﾜﾊﾞﾗ ｻﾁ 引き抜きｰ､ﾄﾞｰﾝ!  2時間47分59秒 (松本市)
282 7196 高森 優花  ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｶ             2時間48分21秒 (南箕輪村)
283 2878 栗林 もゆ  ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾓﾕ             2時間48分24秒 (東京都)
284 1005 三澤 弘美  ﾐｻﾜ ﾋﾛﾐ 富士見高原病院     2時間48分49秒 (富士見町)
285 7784 富岡 由美  ﾄﾐｵｶ ﾕﾐ ｻﾝ工業株式会社    2時間49分16秒 (箕輪町)
286 7797 小林 明世  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾖ 森のこびと       2時間49分20秒 (茅野市)
287 4243 小林 恵   ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ             2時間49分27秒 (駒ヶ根市)
288 1203 新津 奈々  ﾆｲﾂ ﾅﾅ Blue  Corner 2時間49分43秒 (下諏訪町)
289 7124 安藤 亜希子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間50分11秒 (千葉県)
290 6053 伊藤 彩美  ｲﾄｳ ｱﾔﾐ             2時間50分12秒 (長野市)
291 6421 中田 馨   ﾅｶﾀ ｶｵﾙ             2時間50分30秒 (諏訪市)
292 4351 笠原 麻美  ｶｻﾊﾗ ｱｻﾐ ★税理士法人三澤会計RC 2時間50分41秒 (諏訪市)
293 7242 座間 由藍  ｻﾞﾏ ｳﾗﾝ             2時間51分06秒 (岡谷市)
294 6367 川久保 美鈴 ｶﾜｸﾎﾞ ﾐｽｽﾞ             2時間51分10秒 (東京都)
295 2875 田村 萌子  ﾀﾑﾗ ﾓｴｺ             2時間51分21秒 (茅野市)
296 7680 藤森 果穂  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾎ ｱｲﾝﾜﾆｽﾀｰｽﾞ   2時間51分39秒 (諏訪市)
297 4776 白岩 愛加  ｼﾗｲﾜ ｱｲｶ             2時間51分47秒 (塩尻市)
298 7465 小岩 春奈  ｺｲﾜ ﾊﾙﾅ ﾍｱｰｱｰﾄｲﾏｰｼﾞｭ 2時間51分49秒 (茅野市)
299 3573 芦澤 恵美  ｱｼｻﾞﾜ ｴﾐ             2時間51分50秒 (諏訪市)
300 2928 伊藤 裕子  ｲﾄｳ ﾕｳｺ 元祖天災ﾊﾞｶﾎﾞﾝﾊﾟﾊﾟ  2時間51分57秒 (茅野市)
301 4750 山岡 祐香莉 ﾔﾏｵｶ ﾕｶﾘ すわ中央病院      2時間52分13秒 (茅野市)
302 5077 川尻 聡子  ｶﾜｼﾞﾘ ﾄｼｺ             2時間52分17秒 (東京都)
303 2877 大蔵 絢子  ｵｵｸﾗ ｱﾔｺ             2時間52分47秒 (茅野市)
304 4779 白岩 梓沙  ｼﾗｲﾜ ｱｽﾞｻ             2時間53分03秒 (塩尻市)
305 6394 足利 えりか ｱｼｶｶﾞ ｴﾘｶ 日本電信電話株式会社  2時間53分11秒 (神奈川県)
306 5201 高池 遥子  ﾀｶｲｹ ﾖｳｺ あたふた        2時間53分18秒 (長野市)
307 1095 中山 里美  ﾅｶﾔﾏ ｻﾄﾐ 富士見高原病院     2時間53分21秒 (富士見町)
308 4518 坂口 摩耶  ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾔ ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ     2時間53分25秒 (長野市)
309 7688 下村 珠美  ｼﾓﾑﾗ ﾀﾏﾐ ﾁｰﾑさみぞ      2時間53分32秒 (岡谷市)
310 2882 小尾 久美子 ｵﾋﾞ ｸﾐｺ             2時間53分38秒 (茅野市)
311 6396 中村 沙知子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ             2時間53分38秒 (東京都)
312 5090 二木 美晴  ﾌﾀﾂｷﾞ ﾐﾊﾙ             2時間54分23秒 (松本市)
313 6836 二木 美鈴  ﾌﾀﾂｷﾞ ﾐｽｽﾞ 諏訪湖畔病院      2時間54分23秒 (松本市)
314 6412 茅野 優那  ﾁﾉ ﾕｳﾅ 諏訪市役所       2時間54分29秒 (諏訪市)
315 7384 ＶＵ ＬＥＴＨ ｸﾞｰ ﾚﾄｩｰ いずみ塾        2時間54分34秒 (茅野市)
316 7455 川原 隆実  ｶﾜﾊﾗ ﾀｶﾐ ﾍﾙｼｱ        2時間54分39秒 (長野市)
317 7456 豊田 咲希子 ﾄﾖﾀﾞ ｻｷｺ             2時間54分49秒 (安曇野市)
318 1485 織田 裕子  ｵﾀﾞ ﾕｳｺ 信大06OT      2時間54分54秒 (愛知県)
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319 6637 長﨑 麻衣子 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｲｺ 諏訪市役所陸上部    2時間55分00秒 (諏訪市)
320 6366 川尻 亜矢子 ｶﾜｼﾞﾘ ｱﾔｺ 信州諏訪農協      2時間55分19秒 (岡谷市)
321 3985 高山 智鈴  ﾀｶﾔﾏ ﾁｽｽﾞ さつき歯科医院     2時間55分20秒 (下諏訪町)
322 4912 松村 亜里沙 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾘｻ ｱｯﾁｭﾑ       2時間55分26秒 (愛知県)
323 1719 横山 未央  ﾖｺﾔﾏ ﾐｵ             2時間55分33秒 (塩尻市)
324 2251 原 亜美   ﾊﾗ ｱﾐ             2時間56分19秒 (諏訪市)
325 4565 武居 沙也香 ﾀｹｲ ｻﾔｶ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間56分19秒 (諏訪市)
326 5814 山下 理紗  ﾔﾏｼﾀ ﾘｻ             2時間56分23秒 (愛知県)
327 7258 久田 夢華  ﾋｻﾀﾞ ﾕﾒｶ 名大病院        2時間56分23秒 (愛知県)
328 7745 深見 香奈  ﾌｶﾐ ｶﾅ             2時間56分49秒 (中野市)
329 6883 田中 景子  ﾀﾅｶ ｹｲｺ             2時間57分03秒 (岡谷市)
330 4765 帯川 小静  ｵﾋﾞｶﾜ ｺｼｽﾞ BURIKO&BEERY 2時間57分16秒 (茅野市)
331 7306 西澤 菜々恵 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅｴ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ   2時間57分42秒 (松本市)
332 1632 鈴木 瑛梨佳 ｽｽﾞｷ ｴﾘｶ 三井物産ｹﾐｶﾙ    2時間57分49秒 (神奈川県)
333 4827 和泉 聡美  ｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ             2時間58分22秒 (岡谷市)
334 7452 五味 朋絵  ｺﾞﾐ ﾄﾓｴ             2時間58分27秒 (茅野市)
335 7429 小松 尚実  ｺﾏﾂ ﾅｵﾐ             2時間58分28秒 (茅野市)
336 7154 清水 愛奈  ｼﾐｽﾞ ｱｲﾅ             2時間58分33秒 (南箕輪村)
337 7472 米窪 理佳  ﾖﾈｸﾎﾞ ﾘｶ 諏訪赤十字病院     2時間58分35秒 (諏訪市)
338 7684 矢崎 茜   ﾔｻﾞｷ ｱｶﾈ             2時間59分10秒 (諏訪市)
339 2805 矢島 千穂  ﾔｼﾞﾏ ﾁﾎ             2時間59分36秒 (茅野市)
340 6411 小口 玲美  ｵｸﾞﾁ ﾚﾐ ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽｲｯﾁ    2時間59分37秒 (下諏訪町)
341 7274 猪股 優   ｲﾉﾏﾀ ﾕｳ 長野県信用組合     3時間00分13秒 (茅野市)
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女子３０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 941 安藤 亜由子 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾕｺ             1時間33分37秒 (愛知県)
2 829 武藤 愛   ﾑﾄｳ ｱｲ             1時間33分40秒 (静岡県)
3 531 篠田 絵美  ｼﾉﾀﾞ ｴﾐ ちいむもみじ      1時間34分02秒 (伊那市)
4 1486 表 知史   ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 八十二銀行       1時間34分49秒 (松本市)
5 1343 土屋 里恵  ﾂﾁﾔ ﾘｴ D.R.AC      1時間35分37秒 (神奈川県)
6 1426 宮尾 ちひろ ﾐﾔｵ ﾁﾋﾛ (株)前田製作所    1時間37分42秒 (長野市)
7 734 大矢 優子  ｵｵﾔ ﾕｳｺ             1時間38分43秒 (長野市)
8 411 腰原 可与  ｺｼﾊﾗ ｶﾖ みなみ野ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 1時間38分47秒 (茨城県)
9 690 大澤 寿代  ｵｵｻﾜ ﾋｻﾖ 南条郵便局       1時間39分02秒 (長野市)

10 1497 伊藤 澄香  ｲﾄｳ ｽﾐｶ IIDA WAVE   1時間40分45秒 (飯田市)
11 1837 米山 智子  ﾖﾈﾔﾏ ｻﾄｺ すまいるﾗﾝﾅｰｽﾞ   1時間41分40秒 (松川町)
12 2046 舩山 智子  ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾓｺ ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ   1時間42分02秒 (東京都)
13 729 中澤 恵美  ﾅｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 富竹の里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  1時間42分09秒 (長野市)
14 2059 中村 香織  ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      1時間43分00秒 (東京都)
15 2733 塩原 真美  ｼｵﾊﾗ ﾏﾐ             1時間43分19秒 (塩尻市)
16 374 影山 絢子  ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 諏訪中央病院      1時間44分17秒 (茅野市)
17 888 石田 幸子  ｲｼﾀﾞ ｻﾁｺ MAXSC       1時間45分02秒 (長野市)
18 3277 大津 暁子  ｵｵﾂ ｱｷｺ             1時間46分36秒 (東京都)
19 2540 山本 由加里 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ       1時間47分55秒 (東京都)
20 1699 水井 聖子  ﾐｽﾞｲ ｾｲｺ             1時間48分34秒 (長野市)
21 4080 中瀬 由香  ﾅｶｾ ﾕｶ             1時間49分05秒 (松本市)
22 3461 豊田 智佳子 ﾄﾖﾀﾞ ﾁｶｺ             1時間49分25秒 (中野市)
23 2833 小池 美保  ｺｲｹ ﾐﾎ             1時間49分26秒 (諏訪市)
24 2021 松原 夕香里 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｶﾘ Rｰheart     1時間50分05秒 (埼玉県)
25 1337 中野 淳子  ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ せいれい        1時間50分09秒 (静岡県)
26 2401 山内 由紀子 ﾔﾏｳﾁ ﾕｷｺ             1時間51分12秒 (千葉県)
27 3874 北澤 みゆき ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾕｷ             1時間52分10秒 (伊那市)
28 101 高山 都   ﾀｶﾔﾏ ﾐﾔｺ             1時間52分18秒 (東京都)
29 5469 毛利 裕美  ﾓｳﾘ ﾋﾛﾐ ﾄﾞﾗえもんず      1時間53分12秒 (箕輪町)
30 3571 田畑 友紀  ﾀﾊﾞﾀ ﾕｷ ｻｲﾎﾞｰｽﾞ       1時間53分46秒 (岡谷市)
31 2280 佐々木 怜子 ｻｻｷ ﾚｲｺ             1時間53分49秒 (塩尻市)
32 2644 井口 麗香  ｲｸﾞﾁ ﾚｲｶ 伊那中央病院      1時間54分00秒 (箕輪町)
33 3196 嶺 ひろみ  ﾐﾈ ﾋﾛﾐ             1時間54分01秒 (長野市)
34 2577 樫村 美香  ｶｼﾑﾗ ﾐｶ ﾓﾓｶﾅ        1時間54分29秒 (神奈川県)
35 3206 小平 美那子 ｺﾀﾞｲﾗ ﾐﾅｺ             1時間55分02秒 (御代田町)
36 1740 桑澤 愛   ｸﾜｻﾞﾜ ｱｲ             1時間55分33秒 (辰野町)
37 1406 萩原 香奈恵 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶﾅｴ 竜王走ろう会      1時間55分49秒 (山梨県)
38 3095 竹入 由香  ﾀｹｲﾘ ﾕｶ             1時間57分00秒 (長野市)
39 7251 中島 織七  ﾅｶｼﾞﾏ ｵﾘﾅ             1時間57分03秒 (岡谷市)
40 3548 池上 純子  ｲｹｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ             1時間59分00秒 (松本市)
41 4737 小泉 祐子  ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ             1時間59分21秒 (諏訪市)
42 4113 松井 睦   ﾏﾂｲ ﾑﾂﾐ             2時間00分14秒 (東京都)
43 2990 山田 伸子  ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ             2時間00分34秒 (東京都)
44 1013 北原 麻由里 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾕﾘ 富士見高原病院     2時間00分36秒 (富士見町)
45 2576 半澤 由美  ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾐ             2時間00分50秒 (東京都)
46 3833 平川 みな子 ﾋﾗｶﾜ ﾐﾅｺ             2時間00分51秒 (奈良県)
47 2386 長谷川 茜  ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ             2時間00分54秒 (長野市)
48 3001 平林 聖子  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲｺ             2時間01分04秒 (茅野市)
49 2702 熊崎 愛子  ｸﾏｻﾞｷ ｱｲｺ             2時間01分18秒 (飯田市)
50 4187 野口 ゆかり ﾉｸﾞﾁ ﾕｶﾘ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間01分21秒 (坂城町)
51 935 山中 美智恵 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁｴ             2時間01分26秒 (岡谷市)
52 2639 坂本 美紀  ｻｶﾓﾄ ﾐｷ             2時間01分28秒 (山梨県)
53 4392 川端 佐代子 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾖｺ             2時間01分31秒 (埼玉県)
54 4318 住 瑞恵   ｽﾐ ﾐｽﾞｴ             2時間02分13秒 (長野市)
55 510 中島 千波  ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾐ ﾆｯﾊﾟﾂRC      2時間02分51秒 (伊那市)
56 4141 上條 聡美  ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄﾐ BIKE RANCH  2時間02分55秒 (松本市)
57 3309 唐澤 彩   ｶﾗｻﾜ ｱﾔ             2時間03分36秒 (東京都)
58 3540 坂井 慧美  ｻｶｲ ﾎｼﾐ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間03分36秒 (東京都)
59 6032 田中 明日香 ﾀﾅｶ ｱｽｶ 循環器内科ｸﾘﾆｯｸ  2時間03分36秒 (山梨県)
60 1074 田中 史織  ﾀﾅｶ ｼｵﾘ 会社員         2時間03分44秒 (東京都)
61 1180 小島 悠里  ｺｼﾞﾏ ﾕﾘ             2時間04分11秒 (岡谷市)
62 2865 光澤 晴子  ﾐﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｺ             2時間04分39秒 (下諏訪町)
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63 4435 赤羽 留衣  ｱｶﾊﾈ ﾙｲ             2時間04分40秒 (松本市)
64 975 平出 かす美 ﾋﾗｲﾃﾞ ｶｽﾐ             2時間04分53秒 (富士見町)
65 1512 山下 舞弓  ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕﾐ             2時間04分58秒 (愛知県)
66 3552 守田 恵美子 ﾓﾘﾀ ｴﾐｺ VEUZZ       2時間05分11秒 (神奈川県)
67 5952 青木 美奈  ｱｵｷ ﾐﾅ             2時間05分16秒 (長野市)
68 5676 金澤 真紀  ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｷ             2時間05分21秒 (松本市)
69 4939 斉藤 千恵  ｻｲﾄｳ ﾁｴ             2時間05分26秒 (下諏訪町)
70 5258 千田 茜   ﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 辰野町役場       2時間05分27秒 (辰野町)
71 2888 渡辺 芳枝  ﾜﾔﾅﾍﾞ ﾖｼｴ 諏訪信用金庫      2時間05分44秒 (岡谷市)
72 1356 萬方 愛   ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲ             2時間05分59秒 (東京都)
73 2202 小泉 奈美  ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾐ ★㈱ﾏﾙﾆｼ★     2時間06分46秒 (諏訪市)
74 4064 村上 真理子 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘｺ             2時間06分55秒 (神奈川県)
75 1651 池上 詩織  ｲｹｶﾞﾐ ｼｵﾘ             2時間07分05秒 (宮田村)
76 3150 土屋 和嘉子 ﾂﾁﾔ ﾜｶｺ 千曲荘病院       2時間07分20秒 (上田市)
77 5866 今井 久美子 ｲﾏｲ ｸﾐｺ             2時間07分24秒 (松本市)
78 5401 中村 礼子  ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ ﾎﾟｼﾞﾃｨ部       2時間08分15秒 (松本市)
79 1650 加藤 芳美  ｶﾄｳ ﾖｼﾐ             2時間08分20秒 (南箕輪村)
80 2967 管 優子   ｶﾝ ﾕｳｺ             2時間08分33秒 (岡谷市)
81 4075 安田 里美  ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾐ             2時間08分39秒 (松本市)
82 3388 秋田 瞳   ｱｷﾀ ﾋﾄﾐ             2時間08分41秒 (長野市)
83 3642 大蔵 由紀子 ｵｵｸﾗ ﾕｷｺ             2時間08分50秒 (茅野市)
84 7591 井出 久美子 ｲﾃﾞ ｸﾐｺ ﾌﾞﾙｰﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗ 2時間08分52秒 (佐久市)
85 6107 野坂 麻衣子 ﾉｻｶ ﾏｲｺ             2時間08分57秒 (富山県)
86 7531 森山 佐和子 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾜｺ             2時間09分53秒 (東京都)
87 1207 山崎 里絵  ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ ﾃﾝﾎｳﾌｰｽﾞ     2時間10分36秒 (下諏訪町)
88 6791 高山 直美  ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾐ             2時間10分42秒 (松本市)
89 5424 谷田部 真実 ﾔﾀﾍﾞ ﾏｻﾐ             2時間10分44秒 (東京都)
90 2643 山下 智子  ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｺ 伊那中央病院      2時間10分46秒 (伊那市)
91 5015 山田 みずほ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ             2時間10分47秒 (下諏訪町)
92 4412 木村 美香  ｷﾑﾗ ﾐｶ             2時間11分08秒 (東京都)
93 4371 川野 智子  ｶﾜﾉ ﾄﾓｺ 相支走愛        2時間11分35秒 (塩尻市)
94 343 宮澤 淳子  ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 2時間11分51秒 (岡谷市)
95 7130 佐藤 千景  ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間12分18秒 (東京都)
96 4698 水本 会美  ﾐｽﾞﾓﾄ ｴﾐ ﾋﾟｽｺ         2時間12分22秒 (箕輪町)
97 5453 熊谷 美幸  ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｷ             2時間12分25秒 (長野市)
98 5357 秋田 瑞穂  ｱｷﾀ ﾐｽﾞﾎ             2時間13分09秒 (東京都)
99 7595 松本 百合子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ あすたま        2時間13分51秒 (愛知県)

100 6283 高山 久美子 ﾀｶﾔﾏ ｸﾐｺ             2時間13分53秒 (長野市)
101 3557 菊池 和佳奈 ｷｸﾁ ﾜｶﾅ 諏訪警察署       2時間13分54秒 (長野市)
102 5220 森 愛    ﾓﾘ ｱｲ 走る女JWB      2時間14分30秒 (木島平村)
103 5141 籾山 智子  ﾓﾐﾔﾏ ﾄﾓｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間14分40秒 (東京都)
104 6377 伊藤 菊江  ｲﾄｳ ｷｸｴ             2時間14分51秒 (愛知県)
105 7393 小松 かおり ｺﾏﾂ ｶｵﾘ ★TEAM  LIMIT 2時間15分13秒 (茅野市)
106 4246 鈴木 麻美  ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ ★TDB★       2時間15分44秒 (東京都)
107 7272 小池 亜弥  ｺｲｹ ｱﾔ             2時間15分55秒 (富士見町)
108 4933 高橋 加奈  ﾀｶﾊｼ ｶﾅ             2時間16分09秒 (東京都)
109 5812 山崎 三鈴  ﾔﾏｻｷ ﾐｽｽﾞ             2時間16分15秒 (東京都)
110 4636 伊東 美香  ｲﾄｳ ﾐｶ 諏訪湖畔病院      2時間16分42秒 (茅野市)
111 4355 山口 美幸  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｷ             2時間17分01秒 (埼玉県)
112 3609 小林 あすか ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ             2時間17分03秒 (茅野市)
113 6048 田中 美樹  ﾀﾅｶ ﾐｷ             2時間17分15秒 (神奈川県)
114 2312 宮之尾 寛子 ﾐﾔﾉｵ ﾋﾛｺ Curves      2時間17分17秒 (茅野市)
115 5766 赤羽 妙   ｱｶﾊﾈ ﾀｴ 天竜川RUN歩     2時間17分30秒 (南箕輪村)
116 7809 谷口 彩   ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ             2時間17分33秒 (千葉県)
117 5255 高橋 里美  ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾐ 塩尻警察署       2時間17分37秒 (安曇野市)
118 2720 谷口 雪江  ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｷｴ             2時間17分42秒 (神奈川県)
119 3769 宮﨑 亜友  ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕ             2時間17分47秒 (東京都)
120 3724 山崎 友紀  ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷ             2時間18分03秒 (岡谷市)
121 4237 山本 佳奈  ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ             2時間18分17秒 (東京都)
122 6300 村本 ひろみ ﾑﾗﾓﾄ ﾋﾛﾐ 麻布ﾗﾝﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ  2時間18分22秒 (東京都)
123 6381 大坪 真紀子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｷｺ             2時間19分02秒 (東京都)
124 5880 宮本 やえ  ﾐﾔﾓﾄ ﾔｴ             2時間19分04秒 (東京都)
125 4344 土田 文子  ﾂﾁﾀﾞ ﾌﾐｺ 諏訪市役所陸上部    2時間19分13秒 (下諏訪町)
126 5717 若林 美佳  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｶ             2時間19分15秒 (神奈川県)
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127 1324 大野 志保  ｵｵﾉ ｼﾎ きりちゃんず      2時間19分17秒 (諏訪市)
128 2453 今井 美香  ｲﾏｲ ﾐｶ GOGO!渋江!    2時間19分18秒 (下諏訪町)
129 3148 小松 美香  ｺﾏﾂ ﾐｶ             2時間19分19秒 (東京都)
130 6624 中島 秋代  ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖ             2時間19分29秒 (駒ヶ根市)
131 5107 伊藤 麻実  ｲﾄｳ ｱｻﾐ             2時間19分32秒 (長野市)
132 5807 三浦 陽子  ﾐｳﾗ ﾖｳｺ             2時間19分33秒 (東京都)
133 5438 若狭 里美  ﾜｶｻ ｻﾄﾐ             2時間19分36秒 (兵庫県)
134 6437 北原 友可里 ｷﾀﾊﾗ ﾕｶﾘ             2時間19分49秒 (岡谷市)
135 3645 清水 郁恵  ｼﾐｽﾞ ｲｸｴ             2時間20分29秒 (茅野市)
136 6378 石川 浩子  ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ             2時間20分32秒 (兵庫県)
137 1220 重成 陽子  ｼｹﾞﾅﾘ ﾖｳｺ             2時間21分04秒 (岐阜県)
138 7225 伊東 真知子 ｲﾄｳ ﾏﾁｺ             2時間21分17秒 (南箕輪村)
139 1011 市原 靖子  ｲﾁﾊﾗ ﾔｽｺ 富士見高原病院     2時間21分49秒 (富士見町)
140 5785 小圷 美穂  ｺｱｸﾂ ﾐﾎ             2時間22分14秒 (東京都)
141 5200 新井 裕美  ｱﾗｲ ﾕﾐ あたふた        2時間22分30秒 (長野市)
142 5697 宮坂 恵   ﾐﾔｻｶ ﾒｸﾞﾐ             2時間22分32秒 (静岡県)
143 5497 池上 陽子  ｲｹｶﾞﾐ ﾖｳｺ             2時間22分41秒 (松本市)
144 7248 菅原 葵   ｽｶﾞﾜﾗ ｱｵｲ             2時間22分52秒 (東京都)
145 6333 鈴木 美智子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ             2時間23分07秒 (岐阜県)
146 1100 荻原 千尋  ｵｷﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ 富士見高原病院     2時間23分11秒 (富士見町)
147 7392 矢野 一三  ﾔﾉ ﾋﾄﾐ ★TEAM  LIMIT 2時間23分11秒 (茅野市)
148 5599 岡本 裕美  ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ             2時間23分18秒 (東京都)
149 4957 須藤 真帆  ｽﾄﾞｳ ﾏﾎ ﾌﾞﾘｶﾏRC      2時間23分35秒 (東京都)
150 7532 依田 あゆみ ﾖﾀﾞ ｱﾕﾐ             2時間23分36秒 (佐久市)
151 3425 今井 真理子 ｲﾏｲ ﾏﾘｺ かじのは        2時間23分50秒 (岡谷市)
152 5396 大槻 雅   ｵｵﾂｷ ﾐﾔﾋﾞ             2時間23分53秒 (箕輪町)
153 6045 土屋 聡美  ﾂﾁﾔ ｻﾄﾐ 岡谷市役所       2時間23分56秒 (岡谷市)
154 6623 松原 智美  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾐ             2時間24分09秒 (東京都)
155 5792 石川 千代子 ｲｼｶﾜ ﾁﾖｺ 無所属         2時間24分11秒 (神奈川県)
156 6582 斉藤 裕子  ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ             2時間24分11秒 (佐久市)
157 5397 富田 恵理子 ﾄﾐﾀ ｴﾘｺ 伊那中央病院      2時間24分14秒 (宮田村)
158 3914 西澤 まゆみ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ             2時間24分38秒 (須坂市)
159 3915 久保田 望  ｸﾎﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ             2時間24分39秒 (高山村)
160 7028 竹重 加奈子 ﾀｹｼｹﾞ ｶﾅｺ なし          2時間24分43秒 (松本市)
161 7341 指田 百恵  ｻｼﾀﾞ ﾓﾓｴ             2時間24分46秒 (神奈川県)
162 3111 戸梶 真弓  ﾄｶｼﾞ ﾏﾕﾐ             2時間24分56秒 (東京都)
163 5345 押野 ひろみ ｵｼﾉ ﾋﾛﾐ MCS笑走部      2時間25分01秒 (箕輪町)
164 4083 中塚 文枝  ﾅｶﾂｶ ﾌﾐｴ             2時間25分27秒 (高森町)
165 5859 鈴木 愛   ｽｽﾞｷ ｱｲ             2時間25分40秒 (京都府)
166 1318 佐藤 美伸  ｻﾄｳ ﾐﾉﾌﾞ             2時間25分57秒 (塩尻市)
167 5352 塚田 みちか ﾂｶﾀﾞ ﾐﾁｶ             2時間26分37秒 (長野市)
168 5284 斉藤 綾   ｻｲﾄｳ ｱﾔ             2時間27分00秒 (神奈川県)
169 6692 鮎澤 茉耶  ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾔ             2時間27分11秒 (茅野市)
170 1542 有賀 久美子 ｱﾙｶﾞ ｸﾐｺ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間27分21秒 (辰野町)
171 7344 高松 玲子  ﾀｶﾏﾂ ﾚｲｺ             2時間27分22秒 (東京都)
172 3978 櫻井 智恵  ｻｸﾗｲ ﾄﾓｴ             2時間27分26秒 (新潟県)
173 7073 本村 あすみ ﾓﾄﾑﾗ ｱｽﾐ             2時間27分27秒 (東京都)
174 6487 竹谷 優美  ﾀｹﾔ ﾕｳﾐ             2時間27分35秒 (塩尻市)
175 5289 中村 亜由美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ             2時間27分37秒 (高森町)
176 7742 沢柳 恵実  ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｴﾐ 千栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間27分37秒 (飯田市)
177 2436 上松 智子  ｳｴﾏﾂ ﾄﾓｺ             2時間27分40秒 (東京都)
178 5764 宮坂 美由紀 ﾐﾔｻｶ ﾐﾕｷ             2時間27分40秒 (茅野市)
179 7760 増山 優子  ﾏｽﾔﾏ ﾕｳｺ             2時間27分41秒 (東京都)
180 6131 山口 佳代  ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖ 安城中部ﾊﾞﾄﾞ      2時間28分03秒 (愛知県)
181 6520 宮嶋 みのり ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾉﾘ             2時間28分08秒 (飯島町)
182 4733 宮下 はる美 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ BURIKO&BEERY 2時間28分18秒 (茅野市)
183 5496 藤森 和枝  ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞｴ             2時間28分27秒 (諏訪市)
184 6929 磯野 あゆみ ｲｿﾉ ｱﾕﾐ 髙﨑製作所       2時間28分39秒 (千曲市)
185 5460 小口 雅子  ｵｸﾞﾁ ﾏｻｺ ｷｬｯｽﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 2時間28分43秒 (松本市)
186 5156 松岡 麻美  ﾏﾂｵｶ ｱｻﾐ ★TEAM変森★    2時間28分50秒 (長野市)
187 1683 菊池 ゆかり ｷｸﾁ ﾕｶﾘ             2時間28分57秒 (長野市)
188 7046 小口 くみ  ｵｸﾞﾁ ｸﾐ             2時間29分03秒 (東京都)
189 2649 清水 幸子  ｼﾐｽﾞ ｻﾁｺ             2時間29分04秒 (茅野市)
190 7367 中谷 絵美  ﾅｶﾀﾆ ｴﾐ             2時間29分10秒 (諏訪市)
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191 2490 出来 陽子  ﾃﾞｷ ﾖｳｺ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 2時間29分19秒 (大阪府)
192 2744 酒井 佳珠  ｻｶｲ ﾖｼﾐ             2時間29分24秒 (千曲市)
193 5286 花岡 佑佳  ﾊﾅｵｶ ﾕｶ ﾎﾟｯｹｸﾗﾌﾞ      2時間29分26秒 (神奈川県)
194 7796 楠木 圭子  ｸｽﾉｷ ｹｲｺ             2時間29分32秒 (茅野市)
195 5308 田中 香織  ﾀﾅｶ ｶｵﾘ             2時間29分34秒 (長野市)
196 3436 澤田 佳子  ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｺ             2時間29分37秒 (東京都)
197 3644 高木 はるな ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾅ             2時間29分59秒 (茅野市)
198 7774 服部 静   ﾊｯﾄﾘ ｼｽﾞｶ             2時間30分37秒 (東京都)
199 5741 船井 麻美  ﾌﾅｲ ｱｻﾐ             2時間30分42秒 (東京都)
200 6258 白井 美朋  ｼﾗｲ ﾐﾄﾓ             2時間30分46秒 (東京都)
201 7095 武藤 美由紀 ﾑﾄｳ ﾐﾕｷ             2時間31分10秒 (愛知県)
202 6296 津田 昌子  ﾂﾀﾞ ﾏｻｺ             2時間31分25秒 (東京都)
203 6056 山崎 良子  ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｺ ｸﾚｰｼﾞｭ       2時間31分30秒 (愛知県)
204 6110 湯澤 芳恵  ﾕｻﾞﾜ ﾖｼｴ             2時間31分40秒 (南箕輪村)
205 7027 熊谷 広美  ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾐ ぽっぽの会       2時間31分43秒 (箕輪町)
206 7767 陳 奕穎   ﾁﾝ ｲｲﾝ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間31分44秒 (東京都)
207 6125 松沢 睦美  ﾏﾂｻﾞﾜ ﾑﾂﾐ             2時間31分53秒 (愛知県)
208 5992 小野寺 さとみ ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾐ ｲﾘ★犬        2時間32分01秒 (神奈川県)
209 3889 和田 摩耶  ﾜﾀﾞ ﾏﾔ             2時間32分16秒 (東京都)
210 6974 上猶 しのぶ ｶﾐﾅｵ ｼﾉﾌﾞ 中栄信用金庫      2時間32分26秒 (神奈川県)
211 7289 多田 早花  ﾊﾔｼ ｻﾔｶ             2時間32分30秒 (岐阜県)
212 5309 横田 明日香 ﾖｺﾀ ｱｽｶ             2時間32分43秒 (中野市)
213 4736 岩下 真代  ｲﾜｼﾀ ﾏﾖ             2時間33分20秒 (茅野市)
214 5022 天野 仁美  ｱﾏﾉ ﾋﾄﾐ やさいのｱﾏﾉ     2時間33分53秒 (山梨県)
215 5087 芝田 聡子  ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｺ             2時間33分56秒 (諏訪市)
216 5433 浅野 美保  ｱｻﾉ ﾐﾎ             2時間34分08秒 (神奈川県)
217 3337 山田 茉莉  ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘ             2時間34分19秒 (諏訪市)
218 4666 石原 佳奈  ｲｼﾊﾗ ｶﾅ ﾔﾏﾄ陸上競技部    2時間34分25秒 (諏訪市)
219 5260 綿貫 順子  ﾜﾀﾇｷ ｼﾞｭﾝｺ 辰野町役場       2時間34分33秒 (伊那市)
220 5769 野村 佳世  ﾉﾑﾗ ｶﾖ 松本市立病院      2時間34分42秒 (松本市)
221 5800 杉崎 千佳子 ｽｷﾞｻｷ ﾁｶｺ 川岸小学校       2時間34分46秒 (松本市)
222 6389 大道 奈多美 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾅｵﾐ             2時間35分10秒 (岡谷市)
223 7291 大友 美穂  ｵｵﾄﾓ ﾐﾎ             2時間35分41秒 (東京都)
224 3940 百瀬 理沙  ﾓﾓｾ ﾘｻ             2時間36分03秒 (諏訪市)
225 3689 小池 美紀  ｺｲｹ ﾐｷ             2時間36分19秒 (坂城町)
226 6954 古谷 真弓  ﾌﾙﾔ ﾏﾕﾐ 長野ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ    2時間36分19秒 (茅野市)
227 5710 赤津 亜希  ｱｶﾂ ｱｷ             2時間36分21秒 (岡谷市)
228 4508 藤森 美里  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｻﾄ             2時間36分24秒 (諏訪市)
229 6113 中澤 みのり ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ             2時間36分29秒 (東京都)
230 6273 増田 美咲  ﾏｽﾀﾞ ﾐｻｷ             2時間36分43秒 (長野市)
231 5470 花村 浩美  ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾛﾐ             2時間36分58秒 (静岡県)
232 4222 川合 めぐみ ｶﾜｲ ﾒｸﾞﾐ ﾆﾚｺ         2時間37分06秒 (東京都)
233 6338 中村 香緒里 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ             2時間37分08秒 (諏訪市)
234 5287 小野 ゆかり ｵﾉ ﾕｶﾘ ﾎﾟｯｹｸﾗﾌﾞ      2時間37分16秒 (茅野市)
235 4853 両角 里美  ﾓﾛｽﾞﾐ ｻﾄﾐ             2時間37分43秒 (諏訪市)
236 6504 代田 美登里 ｼﾛﾀ ﾐﾄﾞﾘ             2時間37分43秒 (松本市)
237 3219 中井 涼子  ﾅｶｲ ﾘｮｳｺ             2時間38分13秒 (東京都)
238 7800 森岡 亜沙子 ﾓﾘｵｶ ｱｻｺ             2時間38分29秒 (東京都)
239 3392 丸山 直美  ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾐ 綿50%        2時間38分40秒 (松本市)
240 6493 小田切 美保 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾎ             2時間38分43秒 (宮田村)
241 5449 山崎 ふみ子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｺ             2時間39分19秒 (下諏訪町)
242 5524 味澤 千夏子 ｱｼﾞｻﾜ ﾁｶｺ             2時間39分21秒 (東京都)
243 7207 寺澤 絵梨  ﾃﾗｻﾜ ｴﾘ             2時間39分27秒 (松本市)
244 7167 横山 弥生  ﾖｺﾔﾏ ﾔﾖｲ なし          2時間39分34秒 (松本市)
245 5758 木村 奈津美 ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 諏訪中央病院      2時間39分35秒 (諏訪市)
246 6690 丸山 真知子 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾁｺ             2時間39分38秒 (長野市)
247 6593 清水 真希  ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 株式会社損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ 2時間39分39秒 (伊那市)
248 7294 今井 里美  ｲﾏｲ ｻﾄﾐ             2時間39分42秒 (埼玉県)
249 3876 今井 実千代 ｲﾏｲ ﾐﾁﾖ             2時間39分48秒 (伊那市)
250 4968 田口 陽子  ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｺ             2時間40分05秒 (東京都)
251 7071 田中 陽子  ﾀﾅｶ ﾖｳｺ             2時間40分07秒 (東京都)
252 6512 瀬戸 香織  ｾﾄ ｶｵﾘ 辰野町役場       2時間40分18秒 (辰野町)
253 4959 小松 智子  ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ             2時間40分22秒 (岡谷市)
254 6766 阿部 絵里子 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ     2時間40分41秒 (新潟県)
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255 5613 長田 志津枝 ｵｻﾀﾞ ｼﾂﾞｴ             2時間40分44秒 (辰野町)
256 5854 古田 尚美  ﾌﾙﾀ ﾅｵﾐ ｸﾚｰｼﾞｭ       2時間40分53秒 (愛知県)
257 7331 沢井 ともみ ｻﾜｲ ﾄﾓﾐ             2時間40分58秒 (塩尻市)
258 6213 橋爪 春圭  ﾊｼﾂﾞﾒ ﾊﾙｶ Birth&Days  2時間41分06秒 (茅野市)
259 6965 加藤 みゆき ｶﾄｳ ﾐﾕｷ             2時間41分11秒 (静岡県)
260 6840 藤森 沙絵子 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻｴｺ             2時間41分24秒 (岡谷市)
261 5735 坂本 亜希子 ｻｶﾓﾄ ｱｷｺ 会社員         2時間41分40秒 (富士見町)
262 5339 小暮 朝弥  ｺｸﾞﾚ ｱｻﾐ くにたちR       2時間41分55秒 (東京都)
263 6628 倉沢 江理子 ｸﾗｻﾜ ｴﾘｺ             2時間42分07秒 (塩尻市)
264 7527 塩原 涼子  ｼｵﾊﾗ ﾘｮｳｺ             2時間42分07秒 (塩尻市)
265 7738 今井 ゆかり ｲﾏｲ ﾕｶﾘ             2時間42分24秒 (富士見町)
266 6563 深津 良子  ﾌｶﾂ ﾘｮｳｺ ｻﾋﾞちゃん       2時間42分29秒 (埼玉県)
267 6132 内川 真里  ｳﾁｶﾜ ﾏﾘ             2時間42分30秒 (長野市)
268 5158 本島 香織  ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｵﾘ             2時間42分40秒 (高森町)
269 2668 工藤 美紀  ｸﾄﾞｳ ﾐｷ             2時間42分54秒 (長野市)
270 5979 藤井 綾子  ﾌｼﾞｲ ｱﾔｺ             2時間43分07秒 (上田市)
271 4103 下條 朗子  ｼﾓｼﾞｮｳ ｱｷｺ             2時間43分23秒 (諏訪市)
272 5606 清水 祥子  ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺ 第2ｼﾞｮｲﾌﾙ江南   2時間43分30秒 (愛知県)
273 6611 越三 真理子 ｺｼﾐ ﾏﾘｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間43分31秒 (広島県)
274 1654 黒岩 香里  ｸﾛｲﾜ ｶｵﾘ             2時間43分58秒 (長野市)
275 1840 木内 さやか ｷｳﾁ ｻﾔｶ             2時間44分05秒 (松本市)
276 5247 山崎 真弥子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾔｺ             2時間44分30秒 (長野市)
277 7026 北原 友紀  ｷﾀﾊﾗ ﾕｷ             2時間44分30秒 (小布施町)
278 4943 田中 由香里 ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 諏訪赤十字病院駅伝部  2時間44分44秒 (茅野市)
279 4586 粂野 匡代  ｸﾒﾉ ﾏｻﾖ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間44分46秒 (愛知県)
280 7664 櫻井 貴子  ｻｸﾗｲ ﾀｶｺ ｷｯﾂ         2時間44分56秒 (松本市)
281 2889 中島 美紀  ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ 太田屋りんごの会J倶楽部 2時間45分16秒 (諏訪市)
282 6982 及川 浩美  ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾐ             2時間45分29秒 (東京都)
283 4242 小林 美希  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ             2時間45分35秒 (駒ヶ根市)
284 7505 武田 久美子 ﾀｹﾀﾞ ｸﾐｺ ﾁｪﾝｼﾞ走ろう会    2時間45分43秒 (小布施町)
285 6606 山本 麻友美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ             2時間45分53秒 (東京都)
286 7191 田中 祥子  ﾀﾅｶ ｻﾁｺ             2時間46分03秒 (安曇野市)
287 1202 今井 あや子 ｲﾏｲ ｱﾔｺ Blue  Corner 2時間46分34秒 (岡谷市)
288 6615 牛山 ちやる ｳｼﾔﾏ ﾁﾔﾙ             2時間46分54秒 (茅野市)
289 4799 高林 ゆみ  ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ             2時間47分04秒 (岡谷市)
290 4135 手塚 美奈  ﾃﾂﾞｶ ﾐﾅ             2時間47分14秒 (神奈川県)
291 4768 久保田 直子 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｺ BURIKO&BEERY 2時間47分26秒 (茅野市)
292 7314 今井 亜紀  ｲﾏｲ ｱｷ             2時間47分59秒 (東京都)
293 7604 今井 るみな ｲﾏｲ ﾙﾐﾅ             2時間48分26秒 (富士見町)
294 7408 降旗 久代  ﾌﾘﾊﾀ ﾋｻﾖ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間48分47秒 (松本市)
295 7359 小平 絵里  ｺﾀﾞｲﾗ ｴﾘ             2時間48分48秒 (東京都)
296 7383 小山 友子  ｺﾔﾏ ﾄﾓｺ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間48分54秒 (茅野市)
297 7751 梶 真純   ｶｼﾞ ﾏｽﾐ             2時間48分55秒 (東京都)
298 6558 加藤 直巳  ｶﾄｳ ﾅｵﾐ             2時間49分02秒 (東京都)
299 6390 山岸 久美子 ﾔﾏｷﾞｼ ｸﾐｺ             2時間49分12秒 (長野市)
300 6167 佐藤 礼子  ｻﾄｳ ﾚｲｺ             2時間49分14秒 (安曇野市)
301 4585 浅見 麻希  ｱｻﾐ ﾏｷ ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙｽﾞ    2時間49分24秒 (愛知県)
302 7420 宮澤 由衣  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｲ             2時間49分53秒 (東京都)
303 6688 髙橋 朋   ﾀｶﾊｼ ﾄﾓ 早太郎伝説       2時間49分55秒 (松本市)
304 6696 笹村 美智子 ｻｻﾑﾗ ﾐﾁｺ 早太郎伝説       2時間49分55秒 (松本市)
305 1547 小川 絵理  ｵｶﾞﾜ ｴﾘ ｱｲﾌﾟﾗｽ       2時間50分03秒 (南箕輪村)
306 6796 松木 智子  ﾏﾂｷ ﾄﾓｺ ｷｯﾂ         2時間50分11秒 (諏訪市)
307 6922 生方 聡子  ｳﾌﾞｶﾀ ｻﾄｺ             2時間50分20秒 (群馬県)
308 7525 赤尾 真理子 ｱｶｵ ﾏﾘｺ             2時間50分29秒 (宮田村)
309 4924 高島 千春  ﾀｶｼﾏ ﾁﾊﾙ 爆走問題        2時間51分09秒 (栃木県)
310 1241 御厨 梢   ｵﾆｸﾏ ｺｽﾞｴ ﾌﾞﾙｰｺｰﾅｰ     2時間51分18秒 (諏訪市)
311 5105 小林 美歌  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ             2時間51分25秒 (塩尻市)
312 5984 宮下 美香  ﾐﾔｼﾀ ﾐｶ 上原製作所       2時間52分08秒 (上田市)
313 7236 豊 奈々絵  ﾕﾀｶ ﾅﾅｴ             2時間53分01秒 (大阪府)
314 1031 前島 恵子  ﾏｴｼﾏ ｹｲｺ 富士見高原病院     2時間53分21秒 (富士見町)
315 6358 北林 一江  ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｴ きたえる~む      2時間53分23秒 (諏訪市)
316 6476 山下 梓   ﾔﾏｼﾀ ｱｽﾞｻ             2時間53分34秒 (松本市)
317 6987 矢口 直美  ﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾐ おくすりﾎﾝﾎﾟ     2時間53分44秒 (松本市)
318 5535 小口 まゆみ ｵｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ             2時間53分49秒 (岡谷市)
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319 5210 小林 泰子  ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 引き抜きｰ､ﾄﾞｰﾝ!  2時間54分13秒 (松本市)
320 7426 橋本 典子  ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｺ             2時間54分38秒 (埼玉県)
321 5143 藤沢 莉莉  ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾘ             2時間55分00秒 (東京都)
322 6523 菅谷 亜希子 ｽｶﾞﾔ ｱｷｺ 全日本空輸       2時間55分11秒 (神奈川県)
323 7772 小島 美穂  ｺｼﾞﾏ ﾐﾎ             2時間55分37秒 (東京都)
324 5736 鈴木 志織  ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 会社員         2時間56分02秒 (茅野市)
325 6693 秋山 奈津  ｱｷﾔﾏ ﾅﾂ             2時間56分03秒 (原村)
326 7585 杉澤 留理子 ｽｷﾞｻﾜ ﾙﾘｺ ｻﾝ工業        2時間56分12秒 (伊那市)
327 5398 花村 綾子  ﾊﾅﾑﾗ ｱﾔｺ             2時間56分31秒 (岡谷市)
328 7739 今井 美恵  ｲﾏｲ ﾐｴ             2時間56分38秒 (富士見町)
329 7123 林 夏子   ﾊﾔｼ ﾅﾂｺ             2時間57分16秒 (岡谷市)
330 7522 太田 有紀  ｵｵﾀ ﾕｷ ｱｽﾛﾝｽﾞ       2時間57分40秒 (東京都)
331 7122 山崎 幸   ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｷ             2時間57分57秒 (茅野市)
332 6195 塚田 陽子  ﾂｶﾀﾞ ﾖｳｺ             2時間58分09秒 (茅野市)
333 5520 小泉 亜希子 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｺ             2時間58分13秒 (諏訪市)
334 6557 齊藤 有美子 ｻｲﾄｳ ﾕﾐｺ             2時間58分13秒 (東京都)
335 6617 西 葉月   ﾆｼ ﾊﾂﾞｷ             2時間58分26秒 (長野市)
336 7093 石橋 佑香  ｲｼﾊﾞｼ ﾕｶ             2時間58分37秒 (埼玉県)
337 4093 関塚 美和  ｾｷﾂﾞｶ ﾐﾜ ちいむもみじ      2時間58分54秒 (宮田村)
338 7564 宮田 紀子  ﾐﾔﾀ ﾉﾘｺ             2時間59分15秒 (上田市)
339 7100 新津 のぞ美 ﾆｲﾂ ﾉｿﾞﾐ             2時間59分16秒 (安曇野市)
340 7573 濵 美咲   ﾊﾏ ﾐｻｷ 岡谷病院        2時間59分53秒 (岡谷市)
341 5529 宇土 美於  ｳﾄﾞ ﾐｵ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      3時間00分35秒 (東京都)
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女子４０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 201 前島 紀子  ﾏｴｼﾏ ﾉﾘｺ             1時間27分04秒 (富士見町)
2 776 佐塚 裕美子 ｻﾂｶ ﾕﾐｺ             1時間31分40秒 (佐久市)
3 799 木村 浩美  ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ ARC         1時間32分19秒 (東京都)
4 873 福田 隆子  ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｺ ARC         1時間32分30秒 (東京都)
5 803 南波 直美  ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾐ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ    1時間35分34秒 (上田市)
6 800 久世 悦子  ｸｾﾞ ｴﾂｺ わいえこ        1時間35分51秒 (千葉県)
7 392 宮坂 康子  ﾐﾔｻｶ ﾔｽｺ             1時間36分25秒 (諏訪市)
8 641 福沢 久美子 ﾌｸｻﾞﾜ ｸﾐｺ ふぁいﾄﾝ       1時間36分59秒 (駒ヶ根市)
9 1537 臼田 晴美  ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾐ ﾁｰﾑ楽園       1時間37分35秒 (下諏訪町)

10 1169 高木 美智子 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁｺ             1時間37分53秒 (岡谷市)
11 2445 鈴木 紀美江 ｽｽﾞｷ ｷﾐｴ             1時間38分05秒 (松川町)
12 574 藤森 美子  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼｺ ﾁｰﾑ89       1時間38分18秒 (松本市)
13 2025 川上 智子  ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｺ             1時間38分30秒 (松本市)
14 1855 田中 陽子  ﾀﾅｶ ﾖｳｺ             1時間38分33秒 (東京都)
15 2024 山口 生美  ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸﾐ             1時間38分35秒 (長野市)
16 1330 小林 尚美  ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ ｲﾅｰﾒ信濃山形    1時間39分02秒 (松本市)
17 2740 亀田 文子  ｶﾒﾀﾞ ｱﾔｺ RC亀ﾀﾞ        1時間41分21秒 (駒ヶ根市)
18 789 松田 玲子  ﾏﾂﾀﾞ ﾚｲｺ 長野市陸協       1時間41分22秒 (長野市)
19 1826 宮坂 和子  ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞｺ ﾏﾙﾆｼ上田店     1時間42分38秒 (上田市)
20 858 進藤 久美  ｼﾝﾄﾞｳ ｸﾐ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  1時間43分17秒 (諏訪市)
21 3040 五味 妙子  ｺﾞﾐ ﾀｴｺ             1時間44分45秒 (原村)
22 1983 竹内 理恵  ﾀｹｳﾁ ﾘｴ 篠ﾉ井RC       1時間45分11秒 (長野市)
23 2434 秋山 真理子 ｱｷﾔﾏ ﾏﾘｺ             1時間45分19秒 (神奈川県)
24 2419 中澤 誠子  ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲｺ MAX★SC      1時間46分02秒 (長野市)
25 1763 小口 典子  ｵｸﾞﾁ ﾉﾘｺ             1時間46分20秒 (埼玉県)
26 704 南郷 美紀  ﾅﾝｺﾞｳ ﾐｷ ちいむもみじ      1時間46分26秒 (箕輪町)
27 2471 堀内 香   ﾎﾘｳﾁ ｶｵﾘ 文化学園長野RC    1時間46分28秒 (長野市)
28 3108 香月 尚子  ｶﾂｷ ﾅｵｺ Deepers     1時間47分27秒 (北海道)
29 887 菊地 幸子  ｷｸﾁ ｻﾁｺ 東京陸協        1時間47分33秒 (東京都)
30 633 伊東 秀子  ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｺ ふぁいﾄﾝ       1時間47分47秒 (駒ヶ根市)
31 3406 坪田 純子  ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ             1時間48分12秒 (松本市)
32 1857 赤羽 香代  ｱｶﾊﾈ ｶﾖ ちいむもみじ      1時間48分32秒 (箕輪町)
33 4317 鶴見 みゆき ﾂﾙﾐ ﾐﾕｷ             1時間49分30秒 (安曇野市)
34 1692 小林 道代  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾖ ｱﾐﾉ長野       1時間50分12秒 (塩尻市)
35 3443 小林 みゆき ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ ちｰむ つき      1時間51分09秒 (滋賀県)
36 3325 鈴島 さほ  ｽｽﾞｼﾏ ｻﾎ             1時間51分29秒 (諏訪市)
37 3424 川上 和子  ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｺ             1時間51分29秒 (東京都)
38 457 春日 広美  ｶｽｶﾞ ﾋﾛﾐ ちｰむもみじ      1時間51分51秒 (箕輪町)
39 2052 沖中 さゆり ｵｷﾅｶ ｻﾕﾘ eA東京        1時間52分15秒 (東京都)
40 3340 梅澤 容子  ｳﾒｻﾞﾜ ﾖｳｺ             1時間52分17秒 (東京都)
41 3829 田村 久美子 ﾀﾑﾗ ｸﾐｺ             1時間52分23秒 (東京都)
42 1644 山本 美也子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔｺ             1時間52分57秒 (御代田町)
43 3791 浦野 久美  ｳﾗﾉ ｸﾐ かんてんぱぱ      1時間53分23秒 (伊那市)
44 3158 竹内 辰江  ﾀｹｳﾁ ﾀﾂｴ 靭帯再建        1時間53分55秒 (松本市)
45 2550 仲平 明実  ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｹﾐ             1時間54分01秒 (高森町)
46 1911 河西 由美子 ｶｻｲ ﾕﾐｺ すわっこAC      1時間54分21秒 (諏訪市)
47 3220 丸山 里美  ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄﾐ             1時間54分22秒 (長野市)
48 3783 塚田 由美  ﾂｶﾀﾞ ﾕﾐ ﾁｰﾑﾂｶｺﾞﾘ     1時間54分23秒 (上田市)
49 2735 米沢 政代  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾖ             1時間54分58秒 (千曲市)
50 660 竹渕 晶代  ﾀｹﾌﾞﾁ ｱｷﾖ 農中ﾗﾝﾆﾝｸﾞ愛好会  1時間55分05秒 (神奈川県)
51 1327 押尾 雅代  ｵｼｵ ﾏｻﾖ             1時間55分20秒 (神奈川県)
52 2248 清水 万喜子 ｼﾐｽﾞ ﾏｷｺ             1時間55分31秒 (原村)
53 3166 高見澤 美香 ﾀｶﾐｻﾜ ﾐｶ             1時間55分48秒 (長野市)
54 1981 矢部 真由美 ﾔﾍﾞ ﾏﾕﾐ             1時間56分04秒 (東京都)
55 2138 小林 佳代子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾖｺ             1時間56分11秒 (富士見町)
56 2392 茂澄 文美  ﾓｽﾞﾐ ｱﾔﾐ 松本市立病院      1時間56分21秒 (松本市)
57 2822 小泉 美幸  ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾕｷ             1時間56分24秒 (諏訪市)
58 3311 峯村 裕子  ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾛｺ             1時間56分42秒 (長野市)
59 1101 鷹野原 百合 ﾀｶﾉﾊﾗ ﾕﾘ 富士見高原病院     1時間57分02秒 (富士見町)
60 1507 堀内 弘美  ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾐ             1時間57分09秒 (信濃町)
61 4160 渡邊 未来子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｺ             1時間57分12秒 (東京都)
62 3173 鈴木 千奈美 ｽｽﾞｷ ﾁﾅﾐ             1時間57分18秒 (東京都)
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63 3120 根橋 かおり ﾈﾊﾞｼ ｶｵﾘ ﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ   1時間57分40秒 (東京都)
64 4156 岩月 智子  ｲﾜﾂｷ ﾄﾓｺ             1時間57分50秒 (神奈川県)
65 6129 熊谷 貴代子 ｸﾏｶﾞｲ ｷﾖｺ 下市場         1時間57分57秒 (駒ヶ根市)
66 4020 小林 容子  ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ             1時間58分19秒 (朝日村)
67 3147 澤田 ひろみ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ ARC         1時間58分56秒 (兵庫県)
68 6375 遠山 百合  ﾄｵﾔﾏ ﾕﾘ 東邦南信        1時間58分58秒 (駒ヶ根市)
69 2854 黒河内 美奈子 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾐﾅｺ ちぃむもみじ      1時間59分04秒 (伊那市)
70 6430 中澤 育子  ﾅｶｻﾞﾜ ｲｸｺ ★いずみ塾       1時間59分14秒 (諏訪市)
71 3768 木島 東子  ｷｼﾞﾏ ﾄｳｺ 木島社会保険労務士事務所 1時間59分26秒 (上田市)
72 4007 諏訪部 広美 ｽﾜﾍﾞ ﾋﾛﾐ             1時間59分43秒 (長野市)
73 3604 林 明美   ﾊﾔｼ ｱｹﾐ             1時間59分46秒 (東京都)
74 3620 平林 智子  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ             1時間59分58秒 (松本市)
75 647 林 朋子   ﾊﾔｼ ﾄﾓｺ             2時間00分10秒 (諏訪市)
76 1975 井口 なるみ ｲｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ             2時間00分27秒 (松本市)
77 4409 中村 絹代  ﾅｶﾑﾗ ｷﾇﾖ             2時間00分39秒 (阿南町)
78 3772 今野 順子  ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝｺ             2時間00分46秒 (東京都)
79 2354 廣瀬 恵子  ﾋﾛｾ ｹｲｺ             2時間00分49秒 (山梨県)
80 1595 大島 陽子  ｵｵｼﾏ ﾖｳｺ             2時間01分35秒 (諏訪市)
81 2038 入江 優佳  ｲﾘｴ ﾕｶ ろぐちゃんRC     2時間01分37秒 (小谷村)
82 1422 川上 直美  ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     2時間02分03秒 (飯田市)
83 4258 末長 祐子  ｽｴﾅｶﾞ ﾕｳｺ             2時間02分08秒 (長野市)
84 1519 中澤 清美  ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾖﾐ とよのﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間02分18秒 (長野市)
85 3551 安野 夕子  ﾔｽﾉ ﾕｳｺ VEUZZ       2時間02分31秒 (東京都)
86 4109 城田 弘美  ｼﾛﾀ ﾋﾛﾐ             2時間03分06秒 (駒ヶ根市)
87 2375 遠藤 伸子  ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｺ             2時間03分19秒 (生坂村)
88 4018 小林 恵   ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ             2時間03分22秒 (池田町)
89 4971 宮下 庸子  ﾐﾔｼﾀ ﾖｳｺ             2時間03分52秒 (伊那市)
90 6383 倉田 亜子  ｸﾗﾀ ｱｺ             2時間03分58秒 (長野市)
91 7560 佐伯 佳美  ｻｴｷ ﾖｼﾐ ﾒｶﾞﾛｽ調布      2時間04分46秒 (東京都)
92 2992 小口 みのり ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ             2時間05分15秒 (諏訪市)
93 5805 池田 洋子  ｲｹﾀﾞ ﾖｳｺ             2時間05分26秒 (上田市)
94 5835 多賀 寿江  ﾀｶﾞ ﾄｼｴ あつた         2時間05分29秒 (東京都)
95 5291 増島 澄子  ﾏｽｼﾞﾏ ｽﾐｺ             2時間05分30秒 (朝日村)
96 2365 則武 裕子  ﾉﾘﾀｹ ﾕｳｺ             2時間05分40秒 (山梨県)
97 3955 杉田 美保子 ｽｷﾞﾀ ﾐﾎｺ             2時間05分40秒 (東京都)
98 3904 嵐口 美穂  ｱﾗｼｸﾞﾁ ﾐﾎ 長野市民病院      2時間05分44秒 (長野市)
99 3918 山越 史枝  ﾔﾏｺｼ ﾌﾐｴ 高嶺走友会       2時間06分24秒 (長野市)

100 3723 村上 香織  ﾑﾗｶﾐ ｶｵﾘ             2時間06分26秒 (神奈川県)
101 6122 田村 美雪  ﾀﾑﾗ ﾐﾕｷ             2時間06分56秒 (松本市)
102 5303 北原 正子  ｷﾀﾊﾗ ﾏｻｺ             2時間06分57秒 (塩尻市)
103 4314 高木 和子  ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｺ             2時間07分09秒 (新潟県)
104 5533 宮崎 香   ﾐﾔｻﾞｷ ｶｵﾘ             2時間07分13秒 (野沢温泉村) 
105 2373 仙洞田 丹郁 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾆｶ ﾁｰﾑちるとん     2時間07分14秒 (神奈川県)
106 4433 宮坂 菜穂子 ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ ﾁｰﾑｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ  2時間07分32秒 (諏訪市)
107 4370 齊藤 晶子  ｻｲﾄｳ ｱｷｺ             2時間07分40秒 (東京都)
108 4361 鈴木 いづみ ｽｽﾞｷ ｲﾂﾞﾐ ﾁｰﾑゆうゆう     2時間07分47秒 (東京都)
109 3475 西澤 友里江 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕﾘｴ MAX★SC      2時間08分06秒 (千曲市)
110 6214 下平 眞希  ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ ﾄｩﾓﾛｰｽﾞｳｪｲ   2時間08分14秒 (駒ヶ根市)
111 2840 花輪 弥生  ﾊﾅﾜ ﾔﾖｲ             2時間08分20秒 (長野市)
112 4358 大濱 直美  ｵｵﾊﾏ ﾅｵﾐ             2時間08分30秒 (東京都)
113 4315 市川 恵   ｲﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ             2時間08分41秒 (松本市)
114 2845 松長 理夏子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｶｺ             2時間08分45秒 (神奈川県)
115 2958 杉浦 敦子  ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｺ             2時間08分46秒 (岡谷市)
116 5126 釜田 由佳  ｶﾏﾀ ﾕｶ             2時間09分06秒 (東京都)
117 6030 倉井 真理子 ｸﾗｲ ﾏﾘｺ 長野盲学校       2時間09分11秒 (長野市)
118 3236 張 淑美   ﾁﾖｳ ﾖｼﾐ             2時間09分12秒 (安曇野市)
119 4212 黒河内 靖子 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾔｽｺ             2時間09分20秒 (岡谷市)
120 3299 小林 留美  ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾐ             2時間10分01秒 (山梨県)
121 3951 今井 恵美  ｲﾏｲ ﾒｸﾞﾐ             2時間10分02秒 (長野市)
122 4926 小松 美穂子 ｺﾏﾂ ﾐﾎｺ             2時間10分13秒 (東京都)
123 5064 矢部 愛   ﾔﾍﾞ ﾒｸﾞﾑ             2時間10分20秒 (愛知県)
124 5445 森 友恵   ﾓﾘ ﾄﾓｴ             2時間10分31秒 (愛知県)
125 5849 河西 昭子  ｶｻｲ ｱｷｺ             2時間10分47秒 (下諏訪町)
126 7253 小原 千鶴  ｺﾊﾗ ﾁﾂﾞﾙ             2時間10分51秒 (駒ヶ根市)
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127 3574 金子 果里奈 ｶﾈｺ ｶﾘﾅ             2時間10分56秒 (諏訪市)
128 5344 倉島 房江  ｸﾗｼﾏ ﾌｻｴ ﾁｰﾑてきとう     2時間11分04秒 (長野市)
129 4796 佐藤 淳子  ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ             2時間11分15秒 (岡谷市)
130 5266 二瓶 理佳  ﾆﾍｲ ﾘｶ             2時間11分26秒 (小川村)
131 3875 春日 美幸  ｶｽｶﾞ ﾐﾕｷ             2時間11分47秒 (伊那市)
132 6479 小野 由美子 ｵﾉ ﾕﾐｺ             2時間11分50秒 (静岡県)
133 1755 武藤 千夏  ﾑﾄｳ ﾁﾅﾂ             2時間12分00秒 (山梨県)
134 3780 鈴木 うめ子 ｽｽﾞｷ ｳﾒｺ ﾁｰﾑ☆SKY     2時間12分01秒 (伊那市)
135 3983 有賀 茂子  ｱﾙｶﾞ ｼｹﾞｺ さつき歯科医院     2時間12分02秒 (下諏訪町)
136 772 近藤 薫   ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ 太田屋りんごの会JC  2時間12分22秒 (千葉県)
137 4934 吉田 陽子  ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ             2時間12分30秒 (千葉県)
138 7775 浅石 敬子  ｱｻｲｼ ｹｲｺ 62あすなろ      2時間12分32秒 (駒ケ根市)
139 4230 佐藤 佐知子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ             2時間12分35秒 (長野市)
140 3444 築舘 千枝  ﾂｷﾀﾞﾃ ﾁｴ             2時間12分54秒 (富士見町)
141 4262 田中 さわ  ﾀﾅｶ ｻﾜ             2時間13分01秒 (東京都)
142 3871 赤羽 美咲  ｱｶﾊﾈ ﾐｻｷ             2時間13分11秒 (箕輪町)
143 4495 安藤 紀子  ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ             2時間13分14秒 (神奈川県)
144 5065 難波 初子  ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾂｺ             2時間13分19秒 (東京都)
145 2991 井澤 いずみ ｲｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ TEAM  YAMANI 2時間13分33秒 (岡谷市)
146 6085 岩見 純子  ｲﾜﾐ ｼﾞｭﾝｺ             2時間13分59秒 (奈良県)
147 3410 溝口 礼子  ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾔｺ             2時間14分03秒 (諏訪市)
148 5865 桑原 彩   ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔ             2時間14分28秒 (長野市)
149 4880 秋山 敬子  ｱｷﾔﾏ ｹｲｺ ★NJC★       2時間14分33秒 (東京都)
150 5502 牧野 倫子  ﾏｷﾉ ﾄﾓｺ FUNRUN      2時間14分59秒 (東京都)
151 2493 松澤 和恵  ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｴ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     2時間15分16秒 (飯田市)
152 6130 宮内 三江子 ﾐﾔｳﾁ ﾐｴｺ             2時間15分22秒 (群馬県)
153 6219 大塚 ゆかり ｵｵﾂｶ ﾕｶﾘ             2時間15分27秒 (岡谷市)
154 1481 藤島 志保  ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾎ MCRC        2時間15分38秒 (長野市)
155 6486 佐久間 聖名子 ｻｸﾏ ﾐﾅｺ             2時間15分41秒 (東京都)
156 5995 増田 千恵子 ﾏｽﾀﾞ ﾁｴｺ             2時間15分53秒 (埼玉県)
157 7533 内山 幸子  ｳﾁﾔﾏ ｻﾁｺ             2時間16分08秒 (松本市)
158 5513 神野 陽子  ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｺ TYRC        2時間16分14秒 (愛知県)
159 5817 石井 雅樹  ｲｼｲ ﾏｻｷ             2時間16分24秒 (埼玉県)
160 6409 切石 恵美子 ｷﾘｲｼ ｴﾐｺ             2時間16分46秒 (東京都)
161 4241 浅賀 仁美  ｱｻｶﾞ ﾋﾄﾐ             2時間16分56秒 (東京都)
162 3482 吉田 千亜紀 ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ ☆           2時間17分18秒 (松本市)
163 4336 小林 真知子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾁｺ             2時間17分21秒 (千葉県)
164 342 宮澤 亮子  ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ ｲﾃﾞｱﾁｰﾑｱｽﾘｰﾄ 2時間17分39秒 (岡谷市)
165 4034 池上 美智子 ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾁｺ 博仁会桜荘       2時間17分50秒 (長野市)
166 3554 浅田 真由美 ｱｻﾀﾞ ﾏﾕﾐ             2時間17分52秒 (千葉県)
167 7373 植原 美樹  ｳｴﾊﾗ ﾐｷ             2時間17分52秒 (上田市)
168 3732 小池 かおり ｺｲｹ ｶｵﾘ             2時間18分05秒 (千葉県)
169 5964 伊藤 真奈美 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ             2時間18分06秒 (三重県)
170 6006 本望 光子  ﾎﾝﾓｳ ﾐﾂｺ             2時間18分14秒 (東京都)
171 6792 篠原 直美  ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾐ ﾏﾙﾆｼ上田店     2時間18分15秒 (上田市)
172 5573 大野 朋子  ｵｵﾉ ﾄﾓｺ             2時間18分24秒 (東京都)
173 4367 山岸 律子  ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾂｺ             2時間18分32秒 (東京都)
174 6162 山中 千晶  ﾔﾏﾅｶ ﾁｱｷ             2時間18分40秒 (愛知県)
175 4360 吉岡 千恵子 ﾖｼｵｶ ﾁｴｺ 篠ﾉ井RC       2時間18分43秒 (長野市)
176 5267 松井 春江  ﾏﾂｲ ﾊﾙｴ             2時間18分45秒 (長野市)
177 4356 勝野 栄子  ｶﾂﾉ ｴｲｺ             2時間18分51秒 (安曇野市)
178 5285 高橋 章子  ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ             2時間18分56秒 (新潟県)
179 5978 木ノ内 善子 ｷﾉｳﾁ ﾖｼｺ             2時間19分00秒 (東京都)
180 5809 小野 陽子  ｵﾉ ﾖｳｺ             2時間19分10秒 (東京都)
181 4534 滝澤 明子  ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ             2時間19分21秒 (宮田村)
182 5380 佐藤 恵子  ｻﾄｳ ｹｲｺ             2時間19分32秒 (東京都)
183 7114 宮澤 イヅミ ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂﾞﾐ 時計企画工房SUWA  2時間19分48秒 (下諏訪町)
184 6908 竹下 弘子  ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｺ             2時間19分49秒 (塩尻市)
185 5224 中村 良江  ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｴ 柳澤会計RC      2時間20分22秒 (埼玉県)
186 4446 林 貴子   ﾊﾔｼ ﾀｶｺ             2時間20分23秒 (茅野市)
187 3271 千葉 華久子 ﾁﾊﾞ ｶｸｺ             2時間20分30秒 (東京都)
188 5912 角田 陽子  ﾂﾉﾀﾞ ﾖｳｺ ﾋﾟｽｺ         2時間21分02秒 (愛知県)
189 6554 片桐 正代  ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｻﾖ             2時間21分13秒 (駒ヶ根市)
190 4966 岡村 映子  ｵｶﾑﾗ ｴｲｺ             2時間21分22秒 (東京都)
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191 6399 荒木 かをり ｱﾗｷ ｶｦﾘ             2時間21分22秒 (愛知県)
192 6212 田代 えり子 ﾀｼﾛ ｴﾘｺ ひょうたんず      2時間21分42秒 (愛知県)
193 6144 柳生 伊津子 ﾔｷﾞｭｳ ｲﾂｺ             2時間21分44秒 (山梨県)
194 6140 栗原 貴美代 ｸﾘﾊﾗ ｷﾐﾖ             2時間21分48秒 (茅野市)
195 6641 北島 久美  ｷﾀｼﾞﾏ ｸﾐ ☆北島組☆       2時間21分53秒 (岡谷市)
196 7777 藤巻 裕子  ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｺ             2時間22分11秒 (山梨県)
197 4496 安藤 京子  ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ             2時間22分19秒 (神奈川県)
198 2790 池田 あすか ｲｹﾀﾞ ｱｽｶ             2時間22分33秒 (岡谷市)
199 3880 寺島 琴恵  ﾃﾗｼﾏ ｺﾄｴ             2時間22分42秒 (茅野市)
200 4066 関 麻奈美  ｾｷ ﾏﾅﾐ             2時間22分49秒 (東京都)
201 6583 高田 典子  ﾀｶﾀ ﾉﾘｺ             2時間22分49秒 (東京都)
202 7515 伊藤 香里  ｲﾄｳ ｶｵﾘ             2時間22分53秒 (岐阜県)
203 5672 細川 美記  ﾎｿｶﾜ ﾐｷ             2時間22分55秒 (諏訪市)
204 4253 田中 佑依  ﾀﾅｶ ﾕｲ             2時間22分58秒 (東京都)
205 5851 山岸 明美  ﾔﾏｷﾞｼ ｱｹﾐ             2時間23分04秒 (長野市)
206 6164 中東 みちる ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾐﾁﾙ             2時間23分07秒 (松本市)
207 3014 星 聡子   ﾎｼ ｻﾄｺ いぬごま        2時間23分08秒 (愛知県)
208 6556 橋本 深雪  ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｷ             2時間23分12秒 (宮田村)
209 6253 牧田 智子  ﾏｷﾀ ﾄﾓｺ             2時間23分46秒 (長野市)
210 4775 今井 聡子  ｲﾏｲ ｻﾄｺ             2時間23分47秒 (千葉県)
211 1093 矢沢 綾子  ﾔｻﾞﾜ ｱﾔｺ 富士見高原病院     2時間24分00秒 (富士見町)
212 6407 三浦 博子  ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ             2時間24分01秒 (愛知県)
213 5774 藤倉 幸子  ﾌｼﾞｸﾗ ｻﾁｺ             2時間24分09秒 (塩尻市)
214 5342 小池 由紀  ｺｲｹ ﾕｷ             2時間24分18秒 (長野市)
215 6674 丸山 順子  ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  2時間24分19秒 (茅野市)
216 6596 藤枝 紀子  ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾉﾘｺ             2時間24分35秒 (埼玉県)
217 7150 中西 尚子  ﾅｶﾆｼ ﾋｻｺ             2時間24分39秒 (東京都)
218 5088 馬渡 由美子 ﾏﾜﾀﾘ ﾕﾐｺ             2時間24分51秒 (飯島町)
219 4928 柄澤 さゆり ｶﾗｻﾜ ｻﾕﾘ             2時間24分57秒 (長野市)
220 7435 坂内 照美  ｻｶｳﾁ ﾃﾙﾐ             2時間25分03秒 (神奈川県)
221 4377 花岡 葉子  ﾊﾅｵｶ ﾖｳｺ ﾗｲｵﾝ株式会社    2時間25分11秒 (東京都)
222 5493 西村 由佳  ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ             2時間25分18秒 (奈良県)
223 4492 大沼 亜矢子 ｵｵﾇﾏ ｱﾔｺ             2時間25分26秒 (東京都)
224 6354 三浦 恭代  ﾐｳﾗ ﾔｽﾖ             2時間25分26秒 (安曇野市)
225 6076 本多 久美子 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾐｺ             2時間25分46秒 (静岡県)
226 6115 武井 園子  ﾀｹｲ ｿﾉｺ ｸﾘｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟRC   2時間26分14秒 (岡谷市)
227 6844 関口 章子  ｾｷｸﾞﾁ ｱｷｺ へうげものRC     2時間26分15秒 (下諏訪町)
228 7689 仁泉 京子  ﾆｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ ﾁｰﾑSNK      2時間26分16秒 (神奈川県)
229 3774 清水 美奈絵 ｼﾐｽﾞ ﾐﾅｴ             2時間26分25秒 (愛知県)
230 7741 清水 由理  ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 千栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間26分45秒 (飯田市)
231 7143 北島 優子  ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ             2時間26分46秒 (東京都)
232 5314 矢ケ崎 等子 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓｺ             2時間26分50秒 (下諏訪町)
233 6244 牧野 夕子  ﾏｷﾉ ﾕｳｺ             2時間26分51秒 (東京都)
234 7458 高橋 真由美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ             2時間26分52秒 (岐阜県)
235 5294 小林 幸子  ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ             2時間26分55秒 (飯山市)
236 4513 宮坂 広実  ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾐ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  2時間27分21秒 (諏訪市)
237 7151 奈良原 己奈子 ﾅﾗﾊﾗ ﾐﾅｺ             2時間27分25秒 (東京都)
238 7184 宮坂 みどり ﾐﾔｻｶ ﾐﾄﾞﾘ             2時間27分39秒 (下諏訪町)
239 3476 高木 暁子  ﾀｶｷﾞ ｱｷｺ ﾁｰﾑ千ﾍﾞﾛ      2時間27分40秒 (東京都)
240 7461 堤 尚美   ﾂﾂﾐ ﾅｵﾐ             2時間27分51秒 (塩尻市)
241 1103 矢澤 小百合 ﾔｻﾞﾜ ｻﾕﾘ ﾁｰﾑ虎        2時間27分56秒 (諏訪市)
242 2233 浜 育美   ﾊﾏ ｲｸﾐ TEAM  YAMANI 2時間28分02秒 (諏訪市)
243 3223 斉藤 真由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ もあい☆くらぶ     2時間28分05秒 (山梨県)
244 7530 藤原 恵   ﾌｼﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 松本市立病院      2時間28分08秒 (松本市)
245 7514 上田 貴子  ｳｴﾀﾞ ﾀｶｺ             2時間28分10秒 (茨城県)
246 7578 清水 玲子  ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 関西国際大学      2時間29分01秒 (兵庫県)
247 4780 本田 夏子  ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｺ             2時間29分02秒 (東京都)
248 3737 阿部 恵美子 ｱﾍﾞ ｴﾐｺ ﾐﾖﾀAC       2時間29分13秒 (御代田町)
249 7098 大野 仁美  ｵｵﾉ ﾋﾄﾐ             2時間29分21秒 (愛知県)
250 5146 鈴木 智美  ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ             2時間29分32秒 (埼玉県)
251 6881 奥原 恵子  ｵｸﾊﾗ ｹｲｺ             2時間29分35秒 (松本市)
252 4434 橋都 まり子 ﾊｼｽﾞﾒ ﾏﾘｺ 飯田信用金庫      2時間29分41秒 (高森町)
253 6499 堀内 奈美恵 ﾎﾘｳﾁ ﾅﾐｴ 酒々ﾗﾝﾗﾝ      2時間29分45秒 (須坂市)
254 6536 大原 春美  ｵｵﾊﾗ ﾊﾙﾐ 諏訪共立病院      2時間30分05秒 (下諏訪町)

16/26



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（女子） 2014/10/26

255 6535 黒田 直美  ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾐ             2時間30分23秒 (木曽町)
256 4886 秋山 和美  ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾐ             2時間30分32秒 (山梨県)
257 7056 稲葉 京子  ｲﾅﾊﾞ ｷｮｳｺ             2時間30分43秒 (神奈川県)
258 6564 廣木 智美  ﾋﾛｷ ﾄﾓﾐ 日本ｱｳﾄｿｰｽ    2時間31分02秒 (東京都)
259 5949 高木 寿子  ﾀｶｷﾞ ﾋｻｺ             2時間31分04秒 (埼玉県)
260 4772 桐生 美由紀 ｷﾘｭｳ ﾐﾕｷ             2時間31分17秒 (下諏訪町)
261 6082 藤原 郁子  ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸｺ             2時間31分42秒 (東京都)
262 3263 塚田 久美  ﾂｶﾀﾞ ｸﾐ 岡谷天竜町郵便局    2時間31分49秒 (岡谷市)
263 6589 梅垣 たまほ ｳﾒｶﾞｷ ﾀﾏﾎ 名古屋大学       2時間31分55秒 (愛知県)
264 5574 西村 由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ             2時間31分58秒 (駒ヶ根市)
265 7055 藤平 美子  ﾄｳﾍｲ ﾖｼｺ             2時間32分13秒 (神奈川県)
266 6304 近藤 さやか ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ             2時間32分16秒 (愛知県)
267 6308 野本 典子  ﾉﾓﾄ ﾉﾘｺ             2時間32分34秒 (長野市)
268 6559 小塚 真由美 ｺﾂﾞｶ ﾏﾕﾐ             2時間32分51秒 (愛知県)
269 7639 丸山 由美  ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾐ             2時間32分53秒 (塩尻市)
270 7165 福井 佳子  ﾌｸｲ ﾖｼｺ 涸沢大好き       2時間33分05秒 (奈良県)
271 7582 礒部 裕理  ｲｿﾍﾞ ﾕﾘ             2時間33分07秒 (松本市)
272 2408 佐藤 義恵  ｻﾄｳ ﾖｼｴ             2時間33分09秒 (茅野市)
273 4905 沢田 恵子  ｻﾜﾀ ｹｲｺ             2時間33分36秒 (山梨県)
274 4906 沢田 京子  ｻﾜﾀ ｷｮｳｺ             2時間33分36秒 (山梨県)
275 7053 饒村 陽子  ﾆﾖﾑﾗ ﾖｳｺ             2時間33分37秒 (愛知県)
276 4730 五味 ゆかり ｺﾞﾐ ﾕｶﾘ ほっとはあｰと     2時間33分39秒 (茅野市)
277 5811 吉岡 寿恵  ﾖｼｵｶ ﾋｻｴ             2時間34分22秒 (白馬村)
278 6442 落合 由利子 ｵﾁｱｲ ﾕﾘｺ ﾁｰﾑSNK      2時間34分35秒 (福岡県)
279 5501 中川 三智子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾁｺ             2時間34分38秒 (東京都)
280 6543 松沢 有奈  ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾘﾅ             2時間35分14秒 (茨城県)
281 6277 高木 実穂  ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ             2時間35分16秒 (山梨県)
282 5894 久林 伸江  ﾋｻﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｴ             2時間35分17秒 (諏訪市)
283 6565 中嶋 麻紀  ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｷ             2時間35分29秒 (松本市)
284 7201 小谷 安子  ｺﾀﾆ ﾔｽｺ ﾋﾟｱｺﾞ         2時間35分29秒 (神奈川県)
285 6544 降旗 和美  ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾐ             2時間35分31秒 (松本市)
286 5395 保坂 朋海  ﾎｻｶ ﾄﾓﾐ 伊那中央病院      2時間35分36秒 (箕輪町)
287 5544 河野 恵美子 ｺｳﾉ ｴﾐｺ             2時間35分46秒 (長野市)
288 6489 織茂 幸子  ｵﾘﾓ ｻﾁｺ             2時間35分48秒 (松本市)
289 5924 浦野 久美  ｳﾗﾉ ｸﾐ             2時間35分58秒 (松本市)
290 5861 松崎 英子  ﾏﾂｻﾞｷ ｴｲｺ             2時間36分24秒 (上田市)
291 5142 小林 真紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間36分25秒 (東京都)
292 7576 山名 寿子  ﾔﾏﾅ ｶｽﾞｺ             2時間36分25秒 (松本市)
293 6166 荻原 炎   ｵｷﾞﾊﾗ ﾎﾉｵ 南牧村役場陸上部    2時間36分36秒 (南相木村)
294 6863 山中 由美子 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾐｺ 岡谷ｾｲｹﾝ株式会社  2時間36分41秒 (神奈川県)
295 7133 河合 千春  ｶﾜｲ ﾁﾊﾙ             2時間36分47秒 (愛知県)
296 6340 松本 美穂子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾎｺ ｶﾅｴ         2時間36分50秒 (長野市)
297 6282 斉藤 淳子  ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ             2時間36分57秒 (千葉県)
298 7025 長澤 陽子  ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｺ 健康増進部       2時間36分59秒 (埼玉県)
299 6248 藤井 加容子 ﾌｼﾞｲ ｶﾖｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰ     2時間37分05秒 (神奈川県)
300 7003 山下 由紀  ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ             2時間37分29秒 (安曇野市)
301 5439 大八木 麻吏 ｵｵﾔｷﾞ ﾏﾘ ﾏﾀﾄﾞｰﾙ       2時間37分36秒 (愛知県)
302 6429 樋口 悦子  ﾋｸﾞﾁ ｴﾂｺ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間37分48秒 (茅野市)
303 4965 田中 裕子  ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ             2時間38分08秒 (東京都)
304 5567 長谷川 直枝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｴ             2時間38分09秒 (山梨県)
305 7146 後藤 祥子  ｺﾞﾄｳ ｻﾁｺ 無所属1        2時間38分09秒 (東京都)
306 3225 和田 美希世 ﾜﾀﾞ ﾐｷﾖ             2時間38分11秒 (神奈川県)
307 7732 石川 明美  ｲｼｶﾜ ｱｹﾐ             2時間38分17秒 (南箕輪村)
308 5557 森 和美   ﾓﾘ ｶｽﾞﾐ             2時間38分25秒 (東京都)
309 7208 山下 享子  ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｺ             2時間38分51秒 (愛知県)
310 1122 竹内 あゆみ ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ ﾁｰﾑ  ｸﾞﾛﾘｱ   2時間39分03秒 (茅野市)
311 1183 冨重 和美  ﾄﾐｼｹﾞ ｶｽﾞﾐ Blue  Corner 2時間39分37秒 (諏訪市)
312 6472 古賀 はづき ｺｶﾞ ﾊﾂﾞｷ             2時間39分40秒 (千葉県)
313 6618 石田 美枝子 ｲｼﾀﾞ ﾐｴｺ             2時間39分40秒 (東京都)
314 7769 石崎 かおり ｲｼｻﾞｷ ｶｵﾘ             2時間39分49秒 (東京都)
315 6028 古川 春美  ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾐ             2時間39分55秒 (千曲市)
316 2234 伊藤 潤美  ｲﾄｳ ﾏｽﾐ             2時間40分38秒 (諏訪市)
317 6876 小田切 恵美 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｴﾐ             2時間41分55秒 (宮田村)
318 7228 細田 文恵  ﾎｿﾀﾞ ﾌﾐｴ ｻﾝ工業        2時間42分06秒 (伊那市)
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319 7599 村上 しのぶ ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾌﾞ             2時間42分07秒 (松本市)
320 7463 坂田 清美  ｻｶﾀ ｷﾖﾐ             2時間42分08秒 (安曇野市)
321 5856 山本 朝香  ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ             2時間42分34秒 (東京都)
322 6065 舩橋 純子  ﾌﾅﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ             2時間42分52秒 (愛知県)
323 6566 樽見 友子  ﾀﾙﾐ ﾄﾓｺ             2時間43分44秒 (松本市)
324 6978 小田 さつき ｵﾀﾞ ｻﾂｷ 3.11復興ﾗﾝ★   2時間44分11秒 (伊那市)
325 1322 大和 順子  ｵｵﾜ ｼﾞｭﾝｺ             2時間44分13秒 (塩尻市)
326 4006 前田 明子  ﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ ｺｱｺﾝｼﾞｮｸﾞ     2時間44分14秒 (東京都)
327 5299 内田 衣美  ｳﾁﾀﾞ ｴﾐ 長野県信用保証協会   2時間44分26秒 (岡谷市)
328 7433 中里 由美  ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾐ             2時間44分29秒 (神奈川県)
329 6210 網谷 恭江  ｱﾐﾔ ﾔｽｴ             2時間44分34秒 (東京都)
330 7714 花村 由美  ﾊﾅﾑﾗ ﾕﾐ 松本市屋上RC     2時間45分16秒 (松本市)
331 7446 横森 智文  ﾖｺﾓﾘ ﾁﾌﾐ             2時間45分24秒 (山梨県)
332 7315 佐藤 紀子  ｻﾄｳ ﾉﾘｺ             2時間45分50秒 (東京都)
333 6163 赤沢 由美子 ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾐｺ             2時間45分55秒 (塩尻市)
334 7502 山岸 美由紀 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾕｷ ﾁｪﾝｼﾞ走ろう会    2時間45分56秒 (小布施町)
335 7504 三原 美佐子 ﾐﾊﾗ ﾐｻｺ ﾁｪﾝｼﾞ走ろう会    2時間46分17秒 (小布施町)
336 7356 福岡 秀子  ﾌｸｵｶ ﾋﾃﾞｺ らんらんくらぶ     2時間46分24秒 (岐阜県)
337 7758 古井 淳子  ﾌﾙｲ ｼﾞｭﾝｺ             2時間46分30秒 (岐阜県)
338 7503 小坂 律子  ｺｻｶ ﾘﾂｺ ﾁｪﾝｼﾞ走ろう会    2時間46分44秒 (小布施町)
339 6274 中田 寿美子 ﾅｶﾀ ｽﾐｺ             2時間46分57秒 (諏訪市)
340 1010 大杉 陽子  ｵｵｽｷﾞ ﾖｳｺ 富士見高原病院     2時間47分18秒 (富士見町)
341 5869 石井 貴子  ｲｼｲ ﾀｶｺ ｼｰｶﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ    2時間47分18秒 (伊那市)
342 3137 石井 秀代  ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾖ             2時間47分27秒 (東京都)
343 7561 鳥羽 弥生  ﾄﾊﾞ ﾔﾖｲ             2時間47分36秒 (松本市)
344 7177 林 恵美子  ﾊﾔｼ ｴﾐｺ             2時間48分40秒 (岡谷市)
345 1012 元島 綾子  ﾓﾄｼﾞﾏ ｱﾔｺ 富士見高原病院     2時間48分58秒 (諏訪市)
346 384 久根次 悦子 ｸﾈｼﾞ ｴﾂｺ 東弥生町あきちゃんｽﾞ  2時間49分00秒 (下諏訪町)
347 7572 澤 初江   ｻﾜ ﾊﾂｴ             2時間49分03秒 (京都府)
348 3799 金田 奈美  ｶﾈﾀﾞ ﾅﾐ AKH61       2時間49分15秒 (駒ヶ根市)
349 821 上田 照江  ｳｴﾀﾞ ﾃﾙｴ 高崎城山走友会     2時間49分21秒 (群馬県)
350 7401 竹田 美紀  ﾀｹﾀﾞ ﾐｷ             2時間50分18秒 (諏訪市)
351 3982 武井 久美子 ﾀｹｲ ｸﾐｺ さつき歯科医院     2時間50分46秒 (下諏訪町)
352 7387 菅谷 美智代 ｽｶﾞﾔ ﾐﾁﾖ             2時間50分58秒 (神奈川県)
353 1174 小林 朋美  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間51分12秒 (岡谷市)
354 6471 品田 久美子 ｼﾅﾀﾞ ｸﾐｺ             2時間51分34秒 (千葉県)
355 7034 小山 寛子  ｺﾔﾏ ﾋﾛｺ             2時間51分56秒 (東京都)
356 7750 中川 智美  ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ             2時間52分11秒 (東京都)
357 6970 花岡 尚海  ﾊﾅｵｶ ﾅｵﾐ             2時間52分17秒 (東京都)
358 7144 浅井 由花  ｱｻｲ ﾕｶ             2時間53分00秒 (愛知県)
359 7523 林 ひろみ  ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ             2時間53分00秒 (東京都)
360 7516 池田 有希枝 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｴ             2時間53分19秒 (富士見町)
361 7752 中野 紀子  ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ             2時間53分59秒 (愛知県)
362 7406 大西 郁子  ｵｵﾆｼ ｲｸｺ             2時間54分13秒 (塩尻市)
363 6957 澤 晴美   ｻﾜ ﾊﾙﾐ ﾍﾟﾝｼｮﾝわっ!!   2時間54分21秒 (山梨県)
364 7129 尾島 美代子 ｵｼﾞﾏ ﾐﾖｺ ﾀｹﾁﾛｳｽﾞ      2時間55分41秒 (東京都)
365 6309 内田 八恵  ｳﾁﾀﾞ ﾔｴ ｸﾗﾌﾞﾊﾞｸﾞｰｽ     2時間55分45秒 (茅野市)
366 4807 白鳥 雅美  ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾐ             2時間56分03秒 (岡谷市)
367 7101 柴野 裕子  ｼﾊﾞﾉ ﾕｳｺ             2時間56分07秒 (安曇野市)
368 4438 名和 雅子  ﾅﾜ ﾏｻｺ             2時間56分55秒 (岡谷市)
369 7509 森本 美花  ﾓﾘﾓﾄ ﾐｶ Aｰ1         2時間57分39秒 (東京都)
370 7094 唐沢 はつ美 ｶﾗｻﾜ ﾊﾂﾐ             2時間58分40秒 (箕輪町)
371 4061 前島 詠子  ﾏｴｼﾞﾏ ｴｲｺ             2時間59分30秒 (長野市)
372 5021 福澤 希和美 ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾜﾐ             2時間59分48秒 (駒ヶ根市)
373 4767 細川 葉   ﾎｿｶﾜ ﾖｳ BURIKO&BEERY 3時間00分48秒 (富士見町)
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女子５０歳代　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 406 五味 寿美子 ｺﾞﾐ ｽﾐｺ 塩尻市陸協       1時間24分11秒 (塩尻市)
2 695 内藤 恵理子 ﾅｲﾄｳ ｴﾘｺ 豊平小学校       1時間32分38秒 (諏訪市)
3 394 川上 雅子  ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本市陸協       1時間32分54秒 (松本市)
4 1799 浅野 美恵子 ｱｻﾉ ﾐｴｺ             1時間32分54秒 (東京都)
5 673 大和田 美代子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾖｺ 東亜ｻｰﾋﾞｽ      1時間33分34秒 (神奈川県)
6 880 友野 優子  ﾄﾓﾉ ﾏｻｺ             1時間36分07秒 (伊那市)
7 388 倉田 智枝子 ｸﾗﾀ ﾁｴｺ ﾁｰﾑ  もみじ    1時間36分21秒 (箕輪町)
8 1326 石川 恵   ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｸﾞｰﾀﾛｰ       1時間39分34秒 (東京都)
9 6361 蛯原 史代  ｴﾋﾞﾊﾗ ﾌﾐﾖ 下北沢ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 1時間40分02秒 (東京都)

10 1801 佐久間 恵美子 ｻｸﾏ ｴﾐｺ 岸根RC        1時間41分06秒 (神奈川県)
11 819 根岸 美夏  ﾈｷﾞｼ ﾐｶ 大田区陸協       1時間43分36秒 (東京都)
12 1872 中村 祥子  ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺ NAS港北       1時間44分06秒 (神奈川県)
13 2613 角田 悦子  ﾂﾉﾀﾞ ｴﾂｺ 島本ﾗﾝﾆﾝｸﾞ     1時間46分17秒 (大阪府)
14 2691 大久保 恵美 ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐ             1時間46分30秒 (東京都)
15 1308 羽場 幸江  ﾊﾊﾞ ｻﾁｴ             1時間48分26秒 (駒ヶ根市)
16 1179 志村 美佳  ｼﾑﾗ ﾐｶ 竜王走ろう会      1時間49分10秒 (山梨県)
17 1953 高藤 則子  ﾀｶﾌｼﾞ ﾉﾘｺ             1時間49分14秒 (東京都)
18 2358 内山 克美  ｳﾁﾔﾏ ｶﾂﾐ             1時間49分46秒 (神奈川県)
19 1000 上村 久美子 ｶﾐﾑﾗ ｸﾐｺ ﾁｰﾑKR       1時間50分34秒 (神奈川県)
20 1796 塩垣 久美子 ｼｵｶﾞｷ ｸﾐｺ ﾁｰﾑはしかみ     1時間50分43秒 (東京都)
21 1882 有田 晶子  ｱﾘﾀ ｱｷｺ びわ湖 堅田      1時間50分59秒 (滋賀県)
22 3230 北沢 みどり ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ             1時間51分26秒 (長野市)
23 1293 川井田 敏子 ｶﾜｲﾀﾞ ﾄｼｺ 日本無線        1時間52分30秒 (東京都)
24 2467 雨宮 美佐子 ｱﾒﾐﾔ ﾐｻｺ             1時間52分32秒 (富士見町)
25 3280 矢ヶ崎 浩子 ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｺ kiraku      1時間52分35秒 (松本市)
26 2623 佐藤 真理  ｻﾄｳ ﾏﾘ ★前澤病院       1時間53分14秒 (駒ヶ根市)
27 1861 古屋 真抄子 ﾌﾙﾔ ﾏｻｺ             1時間54分43秒 (神奈川県)
28 1852 前田 さゆり ﾏｴﾀﾞ ｻﾕﾘ             1時間55分38秒 (茅野市)
29 2075 大井 敏子  ｵｵｲ ﾄｼｺ ﾁｰﾑのこのこ     1時間55分46秒 (上田市)
30 2497 伊藤 文江  ｲﾄｳ ﾌﾐｴ ｲｲﾀﾞｳｪｰﾌﾞ     1時間56分00秒 (飯田市)
31 3251 野竹 あけみ ﾉﾀｹ ｱｹﾐ             1時間56分08秒 (中野市)
32 3387 星野 典子  ﾎｼﾉ ﾉﾘｺ ﾋﾗﾒ筋s       1時間56分20秒 (埼玉県)
33 2834 荒井 夕佳  ｱﾗｲ ﾕｶ ﾁｰﾑ多摩ﾗﾝ     1時間56分23秒 (東京都)
34 905 宮沢 美千代 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾁﾖ             1時間57分04秒 (長野市)
35 2031 西山 美紀  ﾆｼﾔﾏ ﾐｷ             1時間57分08秒 (下諏訪町)
36 3716 高島 誠子  ﾀｶｼﾏ ｾｲｺ             1時間57分10秒 (飯山市)
37 4260 望月 由妃子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾋｺ             1時間57分15秒 (山梨県)
38 2684 宮坂 恵子  ﾐﾔｻｶ ｹｲｺ ﾁｰﾑ36       1時間58分05秒 (埼玉県)
39 3179 有賀 浩子  ｱﾙｶﾞ ﾋﾛｺ             1時間58分06秒 (松本市)
40 2338 竹村 志延  ﾀｹﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ ちｰむどろがめ     1時間58分12秒 (神奈川県)
41 3164 渋谷 菜実  ｼﾌﾞﾔ ﾅﾐ ★福高         1時間58分19秒 (栃木県)
42 4948 金沢 美樹  ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ             1時間58分24秒 (神奈川県)
43 2290 山﨑 里子  ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｺ ﾃﾝﾎｳﾌｰｽﾞ     1時間58分25秒 (下諏訪町)
44 4375 宮川 知恵子 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｴｺ 福生RC        1時間58分34秒 (東京都)
45 3610 大月 栄子  ｵｵﾂｷ ｴｲｺ             1時間58分41秒 (愛知県)
46 4153 豊川 ちか子 ﾄﾖｶﾜ ﾁｶｺ             1時間58分41秒 (塩尻市)
47 4310 林 加寿子  ﾊﾔｼ ｶｽﾞｺ             1時間58分47秒 (東京都)
48 3882 藤森 洋子  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｳｺ             1時間59分01秒 (下諏訪町)
49 3358 木梨 輝美  ｷﾅｼ ﾃﾙﾐ             1時間59分08秒 (東京都)
50 3345 長岡 桂子  ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｺ             2時間00分12秒 (愛知県)
51 2424 影山 美恵子 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｴｺ             2時間00分30秒 (埼玉県)
52 2432 三澤 ゆみ子 ﾐｻﾜ ﾕﾐｺ             2時間01分33秒 (神奈川県)
53 959 小平 しお里 ｺﾀﾞｲﾗ ｼｵﾘ             2時間01分44秒 (茅野市)
54 3994 波間 道子  ﾊﾏ ﾐﾁｺ ひめみや        2時間01分49秒 (茅野市)
55 3089 寺澤 ひと美 ﾃﾗｻﾜ ﾋﾄﾐ 博愛陸上部       2時間02分46秒 (長野市)
56 3321 藤林 享子  ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ             2時間02分59秒 (埼玉県)
57 3005 戸嶋 和子  ﾄｼﾏ ｶｽﾞｺ             2時間03分39秒 (富士見町)
58 3267 神谷 充子  ｶﾐﾔ ｱﾂｺ 元気回復ﾗﾝﾆﾝｸﾞT  2時間03分45秒 (茅野市)
59 3856 村山 郁子  ﾑﾗﾔﾏ ｲｸｺ             2時間04分32秒 (佐久市)
60 4028 川森 寛子  ｶﾜﾓﾘ ﾋﾛｺ             2時間04分40秒 (東京都)
61 6152 島田 千夏  ｼﾏﾀﾞ ﾁｶ             2時間04分46秒 (岐阜県)
62 4058 村上 靖子  ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｺ             2時間05分14秒 (松本市)
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63 3168 小林 玲子  ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｺ ﾘｽﾀｰﾄ       2時間05分27秒 (沖縄県)
64 4973 小嶌 祐子  ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ ﾅﾎﾟﾚｵﾝ       2時間05分42秒 (静岡県)
65 5043 繁田 美香  ｼｹﾞﾀ ﾐｶ             2時間05分42秒 (長野市)
66 5333 冨吉 久美子 ﾄﾐﾖｼ ｸﾐｺ             2時間06分02秒 (東京都)
67 5621 小倉 かおり ｵｸﾞﾗ ｶｵﾘ             2時間06分50秒 (松本市)
68 3897 沖野 順子  ｵｷﾉ ﾉﾌﾞｺ             2時間06分56秒 (愛知県)
69 6261 池田 悦子  ｲｹﾀﾞ ｴﾂｺ ★おうめLL      2時間07分28秒 (東京都)
70 3766 安藤 秀子  ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｺ             2時間07分39秒 (愛知県)
71 3618 永島 恵子  ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｺ             2時間07分54秒 (木祖村)
72 3615 山口 佳代子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾖｺ             2時間08分17秒 (神奈川県)
73 4431 市川 文子  ｲﾁｶﾜ ﾌﾐｺ             2時間08分35秒 (塩尻市)
74 1094 鳥居 みつ子 ﾄﾘｲ ﾐﾂｺ 富士見高原病院     2時間08分45秒 (富士見町)
75 3663 新村 富美子 ﾆｲﾑﾗ ﾌﾐｺ             2時間08分47秒 (南箕輪村)
76 1187 田中 宏子  ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ             2時間09分10秒 (長野市)
77 3465 桑原 佳子  ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｺ             2時間09分26秒 (東京都)
78 2672 平賀 良   ﾋﾗｶﾞ ﾖｼ             2時間09分40秒 (駒ヶ根市)
79 3622 藤森 厚子  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂｺ             2時間09分44秒 (岡谷市)
80 4296 石垣 きよ実 ｲｼｶﾞｷ ｷﾖﾐ             2時間10分04秒 (愛知県)
81 2256 一條 光世  ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾂﾖ ﾁｰﾑ3E       2時間10分28秒 (東京都)
82 5163 大塚 やすえ ｵｵﾂｶ ﾔｽｴ             2時間10分37秒 (愛知県)
83 5963 南部 順子  ﾅﾝﾌﾞ ｼﾞｭﾝｺ SAIKO       2時間10分37秒 (東京都)
84 5981 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 新日鉄住金       2時間10分37秒 (東京都)
85 3145 大久保 志奈子 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾅｺ あみかな09      2時間11分33秒 (神奈川県)
86 3215 高木 美智子 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁｺ             2時間11分43秒 (神奈川県)
87 6478 三村 延子  ﾐﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ             2時間11分45秒 (静岡県)
88 3643 伊藤 京子  ｲﾄｳ ｷｮｳｺ             2時間12分06秒 (岡谷市)
89 5479 國府田 桂子 ｺｳﾀﾞ ｹｲｺ             2時間12分09秒 (東京都)
90 5454 坪田 輝美  ﾂﾎﾞﾀ ﾃﾙﾐ             2時間12分16秒 (中野市)
91 2626 嶋田 由美子 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ             2時間12分43秒 (千曲市)
92 3378 内山 祐子  ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｺ             2時間13分48秒 (諏訪市)
93 6549 藤森 やよい ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾖｲ             2時間13分58秒 (諏訪市)
94 7297 高塚 直子  ﾀｶﾂｶ ﾅｵｺ             2時間14分00秒 (東京都)
95 4816 橋本 敬子  ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺ             2時間14分05秒 (愛知県)
96 4362 原 たけ子  ﾊﾗ ﾀｹｺ             2時間14分14秒 (長野市)
97 5028 寺島 千津子 ﾃﾗｼﾏ ﾁﾂﾞｺ ももたろう       2時間15分01秒 (長野市)
98 6311 纐纈 とも子 ｺｳｷﾂ ﾄﾓｺ ZERO        2時間15分04秒 (山形村)
99 7842 高橋 昭代  ﾀｶﾊｼ ｱｷﾖ さくら         2時間15分11秒 (東京都)

100 3549 山本 こずえ ﾔﾏﾓﾄ ｺｽﾞｴ             2時間15分49秒 (松本市)
101 5070 村上 孝子  ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｺ             2時間16分22秒 (塩尻市)
102 6962 多和田 伴子 ﾀﾜﾀﾞ ﾄﾓｺ             2時間16分44秒 (岐阜県)
103 4235 佐野 秀美  ｻﾉ ﾋﾃﾞﾐ 南秀会         2時間17分00秒 (埼玉県)
104 6289 種村 純子  ﾀﾈﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ             2時間17分00秒 (愛知県)
105 5997 井澤 佐貴子 ｲｻﾞﾜ ｻｷｺ 千栄ﾗﾝﾅｰｽﾞ     2時間17分16秒 (飯田市)
106 3831 小林 圭子  ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ             2時間17分21秒 (長野市)
107 4116 光石 佳子  ﾐﾂｲｼ ﾖｼｺ 沖中ﾖｶﾞ        2時間17分38秒 (東京都)
108 4960 本間 龍   ﾎﾝﾏ ﾀｷ             2時間17分53秒 (東京都)
109 4400 桑原 加代子 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾖｺ             2時間18分28秒 (松本市)
110 7283 太田 智美  ｵｵﾀ ﾄﾓﾐ             2時間18分29秒 (諏訪市)
111 3704 小川 雅子  ｵｶﾞﾜ ﾏｻｺ 下野市         2時間18分31秒 (栃木県)
112 5998 ハゲノシタ 栄 ﾊｹﾞﾉｼﾀ ｴｲｺ             2時間18分40秒 (岐阜県)
113 6029 竹内 美津子 ﾀｹｳﾁ ﾐﾂｺ             2時間18分45秒 (上田市)
114 5715 伊藤 ひとみ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ             2時間18分50秒 (伊那市)
115 6148 益田 万寿美 ﾏｽﾀﾞ ﾏｽﾐ 給食ｾﾝﾀｰ      2時間18分54秒 (静岡県)
116 1514 中山 理恵  ﾅｶﾔﾏ ﾘｴ             2時間19分01秒 (岡谷市)
117 4199 有賀 千鶴  ｱﾙｶﾞ ﾁﾂﾞﾙ   有賀ﾌｧﾐﾘｰ   2時間19分03秒 (南箕輪村)
118 5133 熊本 果   ｸﾏﾓﾄ ｺﾉﾐ あみかな09      2時間19分06秒 (神奈川県)
119 5484 大関 敦子  ｵｵｾﾞｷ ｱﾂｺ             2時間19分06秒 (兵庫県)
120 5677 梅津 ゆみこ ｳﾒﾂ ﾕﾐｺ             2時間19分13秒 (安曇野市)
121 6001 佐野 典代  ｻﾉ ﾉﾘﾖ             2時間19分13秒 (大阪府)
122 5236 宮尾 三枝子 ﾐﾔｵ ﾐｴｺ             2時間19分19秒 (長野市)
123 4388 吉江 敏子  ﾖｼｴ ﾄｼｺ 走れて嬉しいﾅ     2時間20分01秒 (塩尻市)
124 4901 原田 みつる ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾙ ｳｲﾝｸﾞﾗﾝ飛     2時間20分43秒 (岐阜県)
125 4283 蕪木 眞樹子 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾏｷｺ             2時間20分50秒 (埼玉県)
126 7038 宮本 智恵  ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｴ             2時間20分52秒 (松本市)
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127 4004 加々見 かおる ｶｶﾞﾐ ｶｵﾙ             2時間20分53秒 (富士見町)
128 3570 市川 富美子 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐｺ 諏訪湖畔病院OB    2時間21分11秒 (岡谷市)
129 5228 武石 幸代  ﾀｹｲｼ ｻﾁﾖ             2時間21分57秒 (長野市)
130 2158 井上 わかな ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ 川岸小学校       2時間22分02秒 (諏訪市)
131 5280 鈴木 玲子  ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ             2時間22分57秒 (長野市)
132 2281 坂本 雅美  ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾐ 竜王走ろう会      2時間23分01秒 (山梨県)
133 6575 湯本 由美子 ﾕﾓﾄ ﾕﾐｺ             2時間23分02秒 (山ノ内町)
134 6977 高橋 裕子  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 3.11復興ﾗﾝ★   2時間23分35秒 (駒ヶ根市)
135 4661 林 寿栄   ﾊﾔｼ ﾄｼｴ ｺﾎｸ         2時間23分48秒 (岡谷市)
136 7145 森本 洋子  ﾓﾘﾓﾄ ﾖｳｺ             2時間23分51秒 (山梨県)
137 5338 重住 麻美子 ｼｹﾞｽﾞﾐ ﾏﾐｺ くにたちR       2時間23分54秒 (東京都)
138 6316 梅井 友子  ｳﾒｲ ﾄﾓｺ 富山走ろうKAI    2時間25分40秒 (富山県)
139 5639 羽田 久美子 ﾊﾈﾀﾞ ｸﾐｺ             2時間25分45秒 (長野市)
140 3608 小林 幸子  ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ ﾁｰﾑ翔        2時間26分02秒 (茅野市)
141 1554 下条 康代  ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾖ             2時間26分17秒 (松本市)
142 1091 松下 美保  ﾏﾂｼﾀ ﾐﾎ 富士見高原病院     2時間26分45秒 (富士見町)
143 3928 加藤 千鶴  ｶﾄｳ ﾁﾂﾞﾙ 穂高ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  2時間27分17秒 (安曇野市)
144 3676 井尻 民子  ｲｼﾞﾘ ﾀﾐｺ             2時間27分34秒 (茅野市)
145 3600 稲葉 政子  ｲﾅﾊﾞ ﾏｻｺ 多摩永山JC      2時間27分35秒 (東京都)
146 6484 白鳥 勝子  ｼﾛﾄﾘ ｶﾂｺ             2時間27分48秒 (松本市)
147 4167 岩井 摩利子 ｲﾜｲ ﾏﾘｺ 高嶺走友会       2時間27分58秒 (須坂市)
148 5888 中村 明子  ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ             2時間28分09秒 (東京都)
149 5451 肥田 仁美  ﾋﾀﾞ ﾋﾄﾐ             2時間28分10秒 (岐阜県)
150 7102 石原 洋子  ｲｼﾊﾗ ﾖｳｺ 須坂市         2時間28分29秒 (須坂市)
151 7413 浅井 こずえ ｱｻｲ ｺｽﾞｴ             2時間28分30秒 (埼玉県)
152 5047 滝下 千穂  ﾀｷｼﾀ ﾁﾎ 健和会病院RC     2時間28分53秒 (飯田市)
153 5887 唐澤 茂子  ｶﾗｻﾜ ｼｹﾞｺ             2時間29分11秒 (岡谷市)
154 451 堀内 ルミ子 ﾎﾘｳﾁ ﾙﾐｺ             2時間29分22秒 (長野市)
155 4468 江口 由利子 ｴｸﾞﾁ ﾕﾘｺ             2時間29分24秒 (東京都)
156 4131 佐々木 まゆみ ｻｻｷ ﾏﾕﾐ             2時間29分27秒 (岡谷市)
157 6319 鷹取 雅江  ﾀｶﾄﾘ ﾏｻｴ             2時間29分34秒 (神奈川県)
158 6847 柿澤 初美  ｶｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾐ 諏訪湖畔病院      2時間29分49秒 (岡谷市)
159 5658 酒出 良子  ｻｶｲﾃﾞ ﾖｼｺ             2時間29分50秒 (埼玉県)
160 5188 町田 泰江  ﾏﾁﾀﾞ ﾔｽｴ             2時間30分16秒 (岡谷市)
161 5472 滝沢 正子  ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｺ             2時間30分31秒 (長野市)
162 2512 山崎 玲子  ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲｺ             2時間30分45秒 (諏訪市)
163 6555 池口 美紀子 ｲｹｸﾞﾁ ﾐｷｺ             2時間30分53秒 (駒ヶ根市)
164 4972 川添 仁美  ｶﾜｿﾞｴ ﾋﾄﾐ             2時間31分05秒 (安曇野市)
165 3488 佐藤 園子  ｻﾄｳ ｿﾉｺ             2時間31分21秒 (諏訪市)
166 7358 長谷川 晴予 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾖ             2時間31分30秒 (長野市)
167 6278 パク ジョアン ﾊﾟｸ ｼﾞｮｱﾝ 麻布新陸上部51    2時間31分38秒 (東京都)
168 6837 伊藤 恵子  ｲﾄｳ ｹｲｺ 諏訪湖畔病院      2時間31分49秒 (下諏訪町)
169 4265 大日方 英美 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾃﾞﾐ ☆ｵﾘｵﾝ☆      2時間32分16秒 (長野市)
170 6546 平林 典子  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ             2時間32分26秒 (千曲市)
171 7288 林 陽子   ﾊﾔｼ ﾖｳｺ             2時間32分30秒 (岐阜県)
172 3300 高木 朋子  ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ 博愛の園        2時間32分54秒 (長野市)
173 4357 中澤 明美  ﾅｶｻﾞﾜ ｱｹﾐ 群馬TF        2時間32分59秒 (群馬県)
174 6496 寺本 麻美  ﾃﾗﾓﾄ ﾏﾐ             2時間33分19秒 (京都府)
175 7443 畑 美樹   ﾊﾀ ﾐｷ             2時間33分29秒 (伊那市)
176 6420 伊藤 浩子  ｲﾄｳ ﾋﾛｺ ｳｲﾝﾄﾞﾏｽﾀｰ    2時間33分34秒 (諏訪市)
177 6281 三澤 直美  ﾐｻﾜ ﾅｵﾐ             2時間33分39秒 (松本市)
178 6508 堀込 典子  ﾎﾘｺﾞﾒ ﾉﾘｺ             2時間33分39秒 (佐久市)
179 4642 平林 美由紀 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ             2時間33分59秒 (原村)
180 5993 伊藤 さつき ｲﾄｳ ｻﾂｷ             2時間34分05秒 (箕輪町)
181 6517 林 優子   ﾊﾔｼ ﾕｳｺ             2時間34分11秒 (東京都)
182 5826 藤森 みさき ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｻｷ             2時間34分30秒 (岡谷市)
183 4782 袖岡 政代  ｿﾃﾞｵｶ ﾏｻﾖ             2時間34分35秒 (諏訪市)
184 4911 松村 幸美  ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾐ ｱｯﾁｭﾑ       2時間34分35秒 (愛知県)
185 3693 矢崎 ひとみ ﾔｻﾞｷ ﾋﾄﾐ             2時間34分41秒 (東京都)
186 6651 小澤 史子  ｵｻﾞﾜ ﾌﾐｺ             2時間34分41秒 (東京都)
187 7526 浦葉 雅子  ｳﾗﾊ ﾏｻｺ             2時間34分53秒 (神奈川県)
188 3784 上野 佐恵子 ｳｴﾉ ｻｴｺ             2時間34分57秒 (安曇野市)
189 5440 宮田 真理子 ﾐﾔﾀ ﾏﾘｺ             2時間35分04秒 (愛知県)
190 5207 矢崎 ひとみ ﾔｻﾞｷ ﾋﾄﾐ             2時間35分40秒 (岡谷市)
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191 1516 宮坂 知得美 ﾐﾔｻｶ ﾁｴﾐ             2時間35分49秒 (茅野市)
192 5850 亀谷 博美  ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ             2時間36分17秒 (松本市)
193 4387 三井 優子  ﾐﾂｲ ﾕｳｺ             2時間36分27秒 (長野市)
194 5846 武井 まみ  ﾀｹｲ ﾏﾐ             2時間36分46秒 (神奈川県)
195 7210 笠原 真由美 ｶｻﾊﾗ ﾏﾕﾐ ﾀﾞﾝﾂﾞｶ        2時間37分22秒 (宮田村)
196 5428 村岡 由美子 ﾑﾗｵｶ ﾕﾐｺ MRS         2時間37分36秒 (愛知県)
197 7320 三穂 両角  ﾐﾎ ﾓﾛｽﾞﾐ 矢嶋内科医院      2時間38分28秒 (茅野市)
198 6939 田中 裕子  ﾀﾅｶ ﾕｳｺ ﾌﾞﾘｶﾏRC      2時間38分34秒 (東京都)
199 7096 星原 美保子 ﾎｼﾊﾗ ﾐﾎｺ             2時間38分39秒 (愛知県)
200 6946 阿部 道恵  ｱﾍﾞ ﾐﾁｴ             2時間39分22秒 (群馬県)
201 6191 樋口 恵美子 ﾋｸﾞﾁ ｴﾐｺ             2時間39分28秒 (茅野市)
202 5409 柳原 園子  ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｿﾉｺ 諏訪日赤        2時間39分39秒 (茅野市)
203 7172 脇田 桂子  ﾜｷﾀ ｹｲｺ ﾊﾟﾙｺﾗﾝﾅｰｽﾞ    2時間39分41秒 (東京都)
204 6490 福田 由実  ﾌｸﾀﾞ ﾕﾐ MNR         2時間39分42秒 (東京都)
205 6368 五味 美津子 ｺﾞﾐ ﾐﾂｺ             2時間39分45秒 (富士見町)
206 4439 坂本 由美子 ｻｶﾓﾄ ﾕﾐｺ 諏訪湖ﾏﾗｿﾝ完走会  2時間40分04秒 (諏訪市)
207 6506 宮沢 淳子  ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ             2時間40分28秒 (神奈川県)
208 4650 大谷 智鶴  ｵｵﾀﾆ ﾁﾂﾞﾙ ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞ  ﾎﾟｯﾄ 2時間40分42秒 (伊那市)
209 1163 半田 恵子  ﾊﾝﾀﾞ ｹｲｺ 株式会社ｺｰｴｷ    2時間41分09秒 (岡谷市)
210 3839 中村 美佳  ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ ﾏﾗｿﾝ完走ｸﾗﾌﾞ   2時間41分24秒 (神奈川県)
211 7388 武居 由紀  ﾀｹｲ ﾕｷ             2時間41分43秒 (岡谷市)
212 6668 清水 佐登子 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｺ ﾊｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間43分17秒 (原村)
213 6190 金田 環   ｶﾈﾀﾞ ﾀﾏｷ ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 2時間43分33秒 (諏訪市)
214 5570 田中 ゆきこ ﾀﾅｶ ﾕｷｺ             2時間43分48秒 (東京都)
215 6200 池上 敦子  ｲｹｶﾞﾐ ｱﾂｺ ﾋﾟｽｺ         2時間44分48秒 (南箕輪村)
216 6620 丸山 竜江  ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｴ             2時間44分52秒 (岐阜県)
217 7162 風間 恭子  ｶｻﾞﾏ ｷｮｳｺ             2時間44分53秒 (千曲市)
218 4634 岡田 敦子  ｵｶﾀﾞ ｱﾂｺ ﾃﾙﾒﾘｿﾞｰﾄINA  2時間45分05秒 (駒ヶ根市)
219 6221 塚原 安輝子 ﾂｶﾊﾗ ｱｷｺ             2時間45分09秒 (神奈川県)
220 6621 戸部 眞佐子 ﾄﾍﾞ ﾏｻｺ ㈱ｴｽｱ-ﾙｴﾙ    2時間46分41秒 (東京都)
221 4732 木村 千恵  ｷﾑﾗ ﾁｴ BURIKO&BEERY 2時間47分24秒 (茅野市)
222 1492 南 京子   ﾐﾅﾐ ｷｮｳｺ             2時間47分29秒 (愛知県)
223 6230 諏訪 ゆりえ ｽﾜ ﾕﾘｴ             2時間47分33秒 (大町市)
224 4454 田中 佳世子 ﾀﾅｶ ｶﾖｺ             2時間47分52秒 (塩尻市)
225 6285 合木 かなえ ｺﾞｳｷ ｶﾅｴ HIRO&KANA   2時間47分52秒 (下諏訪町)
226 7054 坂田 鶴代  ｻｶﾀ ﾂﾙﾖ             2時間48分07秒 (東京都)
227 7190 足助 恵美子 ｱｽｹ ｴﾐｺ 主婦          2時間48分43秒 (塩尻市)
228 5841 野畑 眞由美 ﾉﾊﾞﾀ ﾏﾕﾐ             2時間48分46秒 (京都府)
229 6072 北澤 由美子 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾐｺ             2時間48分47秒 (伊那市)
230 7069 野中 裕子  ﾉﾅｶ ﾕｳｺ 幸ｽﾎﾟ         2時間49分14秒 (神奈川県)
231 5264 逸見 昌子  ﾍﾝﾐ ｼｮｳｺ             2時間50分40秒 (東京都)
232 7138 土屋 美絵  ﾂﾁﾔ ﾐｴ             2時間50分43秒 (東京都)
233 6279 五十嵐 恵子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 京やRC        2時間50分56秒 (愛知県)
234 7421 橋住 さだ子 ﾊｼｽﾞﾐ ｻﾀﾞｺ 穂高ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  2時間50分59秒 (安曇野市)
235 5430 横山 晴子  ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｺ ﾁｰﾑこっちゃん    2時間51分17秒 (静岡県)
236 1184 降旗 好美  ﾌﾘﾊﾀ ﾖｼﾐ Blue  Corner 2時間51分18秒 (箕輪町)
237 7569 佐渡 裕子  ｻﾄﾞ ﾕｳｺ             2時間51分41秒 (茨城県)
238 5934 小林 京子  ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ             2時間51分56秒 (松本市)
239 4329 井上 ゆき  ｲﾉｳｴ ﾕｷ             2時間52分02秒 (神奈川県)
240 6480 宮本 洋子  ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｺ 楽笑ﾋﾞﾋﾞｯﾄ      2時間52分53秒 (長野市)
241 7616 萩原 千尋  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ             2時間53分04秒 (埼玉県)
242 7512 園田 美智代 ｿﾉﾀﾞ ﾐﾁﾖ             2時間53分19秒 (長野市)
243 7061 佐々木 美佐子 ｻｻｷ ﾐｻｺ             2時間53分56秒 (愛知県)
244 7756 折井 由美子 ｵﾘｲ ﾕﾐｺ             2時間54分01秒 (埼玉県)
245 7403 水谷 弘美  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛﾐ LBC         2時間54分14秒 (愛知県)
246 7437 内山 香代子 ｳﾁﾔﾏ ｶﾖｺ             2時間55分02秒 (松本市)
247 6317 今崎 さとみ ｲﾏｻｷ ｻﾄﾐ             2時間55分27秒 (愛知県)
248 6867 広瀬 夏葉子 ﾋﾛｾ ﾅﾖｺ             2時間55分31秒 (伊那市)
249 7521 味澤 久江  ｱｼﾞｻﾜ ﾋｻｴ 原田精工株式会社    2時間56分23秒 (原村)
250 7642 山本 こず江 ﾔﾏﾓﾄ ｺｽﾞｴ             2時間56分23秒 (岡谷市)
251 7841 河内 一恵  ｶﾜﾁ ｶｽﾞｴ             2時間56分35秒 (松本市)
252 3672 米山 敏枝  ﾖﾈﾔﾏ ﾄｼｴ 興和工業㈱ﾏﾗｿﾝ同好会 2時間56分38秒 (下諏訪町)
253 7793 大和 絹代  ｵｵﾜ ｷﾇﾖ ﾁｰﾑさくら      2時間57分23秒 (塩尻市)
254 199 神保 映子  ｼﾞﾝﾎﾞ ｴｲｺ ﾋﾟｴﾛﾗﾌﾞﾗﾌﾞｺﾞｰﾙ  2時間58分02秒 (諏訪市)
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255 4828 藤森 智恵子 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁｴｺ             2時間58分18秒 (東京都)
256 6445 東出 和子  ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｶｽﾞｺ             2時間58分18秒 (諏訪市)
257 4188 田中 久子  ﾀﾅｶ ﾋｻｺ (有)ﾐｻｸﾀﾞ自動車  2時間58分58秒 (茅野市)
258 1104 笠原 香代子 ｶｻﾊﾗ ｶﾖｺ かさいｰず       2時間59分26秒 (諏訪市)
259 7047 河西 早苗  ｶｻｲ ｻﾅｴ             2時間59分35秒 (茅野市)
260 6571 染川 佳子  ｿﾒｶﾜ ｹｲｺ             2時間59分50秒 (長野市)
261 4210 田島 恵美  ﾀｼﾞﾏ ｴﾐ NISSEI★MAX  3時間00分23秒 (長野市)
262 5926 島田 美樹子 ｼﾏﾀﾞ ﾐｷｺ             3時間00分23秒 (辰野町)
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女子６０歳以上
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 1831 川田 妙子  ｶﾜﾀﾞ ﾀｴｺ 横浜鶴見RC      1時間42分59秒 (東京都)
2 2199 中谷 さゆみ ﾅｶﾔ ｻﾕﾐ ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾘｰﾑ    1時間47分38秒 (辰野町)
3 2837 木下 陽子  ｷﾉｼﾀ ﾖｳｺ             1時間48分56秒 (佐久市)
4 4114 遠藤 章子  ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 江東ｼｽﾀｰｽﾞ     1時間49分37秒 (千葉県)
5 3449 油科 由紀子 ﾕｼﾅ ﾕｷｺ             1時間51分09秒 (伊那市)
6 1798 山岸 博子  ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｺ             1時間52分30秒 (駒ヶ根市)
7 2074 岡部 悦子  ｵｶﾍﾞ ｴﾂｺ ﾁｰﾑ  のこのこ   1時間53分04秒 (飯田市)
8 2071 山岡 京子  ﾔﾏｵｶ ｷｮｳｺ 岡谷やまびこ走友会   1時間55分01秒 (岡谷市)
9 2030 福澤 智恵子 ﾌｸｻﾞﾜ ﾁｴｺ             1時間55分50秒 (伊那市)

10 865 齋藤 ひろ子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 竜王走ろう会      1時間56分56秒 (山梨県)
11 3139 奥山 英子  ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｺ             2時間00分01秒 (神奈川県)
12 2072 西澤 房子  ﾆｼｻﾞﾜ ﾌｻｺ             2時間01分36秒 (岡谷市)
13 2723 一井 良   ｲﾁｲ ﾘｮｳ 白馬ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  2時間02分30秒 (白馬村)
14 3599 小林 さい子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｺ             2時間02分49秒 (伊那市)
15 2945 畑 智恵子  ﾊﾀ ﾁｴｺ AFASすわ      2時間08分04秒 (諏訪市)
16 4742 伊東 まち子 ｲﾄｳ ﾏﾁｺ うるぎ  陸上部    2時間08分27秒 (売木村)
17 3375 小林 よし子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ             2時間08分40秒 (松川町)
18 4217 上原 喜美子 ｳｴﾊﾗ ｷﾐｺ 高崎城山走友会     2時間09分54秒 (群馬県)
19 3518 平澤 恵美子 ﾋﾗｻﾜ ｴﾐｺ 一人走老会       2時間10分21秒 (箕輪町)
20 2548 村松 裕子  ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｺ             2時間10分44秒 (長野市)
21 1092 北原 恵美子 ｷﾀﾊﾗ ｴﾐｺ 富士見高原病院     2時間10分53秒 (富士見町)
22 3525 名取 みつえ ﾅﾄﾘ ﾐﾂｴ             2時間12分09秒 (富士見町)
23 5232 小熊 明子  ｵｸﾞﾏ ｱｷｺ てぃｰだﾗﾝﾅｰｽﾞ   2時間12分24秒 (東京都)
24 3004 小島 幸子  ｺｼﾞﾏ ｻﾁｺ IIDA･WAVE   2時間13分42秒 (飯田市)
25 5821 栁橋 信乃  ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼﾉ             2時間13分47秒 (東御市)
26 5951 青木 三枝子 ｱｵｷ ﾐｴｺ             2時間14分27秒 (長野市)
27 4985 波田野 祐子 ﾊﾀﾉ ﾕｳｺ             2時間15分29秒 (愛知県)
28 3324 藤森 美代子 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾖｺ             2時間15分39秒 (諏訪市)
29 3326 伊藤 和子  ｲﾄｳ ｶｽﾞｺ             2時間15分40秒 (諏訪市)
30 3008 鉄羅 みさ子 ﾃﾂﾗ ﾐｻｺ ﾃﾂﾗ  ｾｲｺｰ  R 2時間15分47秒 (諏訪市)
31 5834 岡本 美和子 ｵｶﾓﾄ ﾐﾜｺ 花の台楽走会      2時間15分52秒 (神奈川県)
32 1758 今井 正子  ｲﾏｲ ﾏｻｺ 諏訪湖走友会      2時間16分27秒 (諏訪市)
33 5857 松永 美子  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼｺ             2時間19分29秒 (東京都)
34 6868 藤代 玲子  ﾌｼﾞｼﾛ ﾚｲｺ ｸｯｷｰｸﾗﾌﾞ     2時間20分15秒 (山梨県)
35 4334 浜坂 孝枝  ﾊﾏｻｶ ﾀｶｴ             2時間21分07秒 (東京都)
36 6945 酒井 恵子  ｻｶｲ ｹｲｺ             2時間21分24秒 (愛知県)
37 5855 青木 惠   ｱｵｷ ﾒｸﾞﾐ 静岡走ろう会      2時間21分53秒 (静岡県)
38 4961 早川 展子  ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｺ             2時間22分35秒 (東京都)
39 5961 向井 美喜  ﾑｶｲ ﾐｷ ｴｽｱｰﾙｼｰ     2時間23分32秒 (三重県)
40 5446 松崎 暁子  ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷｺ             2時間24分16秒 (山梨県)
41 7386 倉谷 輝美  ｸﾗﾀﾆ ﾃﾙﾐ             2時間24分20秒 (奈良県)
42 3633 河村 みどり ｶﾜﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ             2時間24分26秒 (大町市)
43 3900 中沢 美子  ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｺ             2時間25分30秒 (須坂市)
44 5974 広谷 香代子 ﾋﾛﾀﾆ ｶﾖｺ             2時間25分49秒 (神奈川県)
45 4876 高橋 悦子  ﾀｶﾊｼ ｴﾂｺ             2時間26分12秒 (諏訪市)
46 6031 川崎 順子  ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｺ             2時間27分39秒 (長野市)
47 6896 下條 知子  ｼﾓｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 新極真ｶﾗﾃ      2時間27分40秒 (下諏訪町)
48 1182 中原 みづほ ﾅｶﾊﾗ ﾐﾂﾞﾎ 岡谷やまびこ走友会   2時間30分00秒 (岡谷市)
49 6514 飯田 裕子  ｲｲﾀﾞ ﾕｳｺ             2時間30分18秒 (神奈川県)
50 7459 古田 かずみ ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾐ くりえいしょんずぃ   2時間30分26秒 (静岡県)
51 2356 藤森 弥生  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾖｲ 68くらぶ       2時間30分32秒 (諏訪市)
52 4769 早川 日奈子 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾅｺ             2時間31分54秒 (東京都)
53 4879 北村 志保子 ｷﾀﾑﾗ ｼﾎｺ             2時間32分17秒 (中川村)
54 6014 山口 和子  ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ             2時間32分19秒 (長野市)
55 4635 津金 喜美子 ﾂｶﾞﾈ ｷﾐｺ             2時間33分51秒 (原村)
56 6215 谷田貝 節子 ﾔﾀｶﾞｲ ｾﾂｺ             2時間34分21秒 (東京都)
57 4919 深澤 千恵子 ﾌｶｻﾜ ﾁｴｺ             2時間34分39秒 (群馬県)
58 5032 新倉 のり  ﾆｲｸﾗ ﾉﾘ             2時間34分50秒 (埼玉県)
59 4738 大久保 孝子 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｺ             2時間35分02秒 (東京都)
60 4218 山口 さちえ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｴ 高崎城山走友会     2時間35分12秒 (群馬県)
61 5827 久保田 やす子 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｺ ﾁｰﾑのこのこ     2時間35分45秒 (安曇野市)
62 6460 徳田 文代  ﾄｸﾀﾞ ﾌﾐﾖ             2時間36分02秒 (三重県)

24/26



2014第26回諏訪湖マラソン　競技結果　（女子） 2014/10/26

63 6257 船橋 恵子  ﾌﾅﾊｼ ｹｲｺ             2時間36分18秒 (東京都)
64 2682 伊東 直子  ｲﾄｳ ﾅｵｺ             2時間37分39秒 (売木村)
65 4038 清水 操子  ｼﾐｽﾞ ﾐｻｺ             2時間37分46秒 (神奈川県)
66 7513 米倉 宜子  ﾖﾈｸﾗ ﾖｼｺ             2時間38分22秒 (松本市)
67 6501 吉沢 代志子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼｺ 楽笑ﾋﾞﾋﾞｯﾄ      2時間41分24秒 (長野市)
68 5226 轟 みどり  ﾄﾄﾞﾛｷ ﾐﾄﾞﾘ ﾁ-ﾑﾋﾞﾋﾞｯﾄ     2時間42分40秒 (長野市)
69 6216 友野 富美江 ﾄﾓﾉ ﾌﾐｴ ﾁｰﾑSBY      2時間42分59秒 (長野市)
70 6540 桃野 己恵子 ﾓﾓﾉ ﾐｴｺ 青陵中学校       2時間44分33秒 (愛知県)
71 6443 牧野 侑代  ﾏｷﾉ ﾕｷﾖ             2時間44分39秒 (愛知県)
72 4786 三沢 三枝子 ﾐｻﾜ ﾐｴｺ 岡谷山稜会       2時間44分43秒 (岡谷市)
73 6456 原 文子   ﾊﾗ ﾌﾐｺ             2時間44分47秒 (諏訪市)
74 7715 細井 明子  ﾎｿｲ ｱｷｺ             2時間45分05秒 (東京都)
75 6470 松本 峯子  ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾈｺ             2時間46分24秒 (東京都)
76 4727 手塚 由美子 ﾃﾂﾞｶ ﾕﾐｺ             2時間46分56秒 (千葉県)
77 6502 岩下 美知代 ｲﾜｼﾀ ﾐﾁﾖ 楽笑ﾋﾞﾋﾞｯﾄ      2時間47分13秒 (長野市)
78 4154 向山 久江  ﾑｶｲﾔﾏ ﾋｻｴ OMBﾎﾉﾙﾙ目指走会 2時間48分05秒 (岡谷市)
79 6636 内田 憲子  ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘｺ             2時間48分14秒 (山梨県)
80 7712 白根 芳枝  ｼﾗﾈ ﾖｼｴ             2時間48分19秒 (神奈川県)
81 4762 福谷 恵美子 ﾌｸﾀﾆ ｴﾐｺ             2時間48分35秒 (茅野市)
82 6444 春日 なよ子 ｶｽｶﾞ ﾅﾖｺ ﾐﾔﾀﾞﾑﾗ       2時間48分38秒 (宮田村)
83 3625 望月 洋子  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｳｺ             2時間49分16秒 (山梨県)
84 6451 共田 清美  ﾄﾓﾀﾞ ｷﾖﾐ 岡谷やまびこ走友会   2時間50分52秒 (岡谷市)
85 6694 小池 六津子 ｺｲｹ ﾑﾂｺ             2時間50分56秒 (原村)
86 1573 片瀬 洋子  ｶﾀｾ ﾖｳｺ             2時間51分12秒 (静岡県)
87 5140 高倉 美智子 ﾀｶｸﾗ ﾐﾁｺ             2時間51分50秒 (松本市)
88 6858 増賀 美津子 ﾏｽｶﾞ ﾐﾂｺ さくらﾁｰﾑ      2時間52分05秒 (東京都)
89 6862 中村 初子  ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂｺ             2時間52分51秒 (駒ヶ根市)
90 7405 太田 澄子  ｵｵﾀ ｽﾐｺ             2時間53分14秒 (東京都)
91 5564 岡部 菊子  ｵｶﾍﾞ ｷｸｺ             2時間56分04秒 (茅野市)
92 6865 紀田 節子  ｷﾀﾞ ｾﾂｺ さくらﾁｰﾑ      2時間56分14秒 (東京都)
93 4697 宮澤 美代子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 岡谷山稜会       2時間56分22秒 (岡谷市)
94 6475 坂田 敏子  ｻｶﾀ ﾄｼｺ 京田辺走ろう会     2時間56分49秒 (京都府)
95 6614 林 孝子   ﾊﾔｼ ﾀｶｺ             2時間58分13秒 (長野市)
96 7361 河野 京子  ｺｳﾉ ｷｮｳｺ             2時間58分32秒 (神奈川県)
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女子高校生　　
RANK NUMBER KNAME FURIGANA GROUP GTIME PLACE

1 1429 三村 静香  ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ             1時間31分46秒 (松本市)
2 1086 矢澤 茉璃奈 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 甲陵高校        1時間37分36秒 (諏訪市）
3 1856 赤羽 結衣  ｱｶﾊﾈ ﾕｲ ちいむもみじ      1時間43分42秒 (箕輪町)
4 1518 宮坂 菜摘  ﾐﾔｻｶ ﾅﾂﾐ             2時間01分09秒 (茅野市)
5 2037 入江 唯   ｲﾘｴ ﾕｲ 佐久長聖高校      2時間01分37秒 (小谷村)
6 1561 村上 優彩  ﾑﾗｶﾐ ﾕｲ 赤穂高校        2時間02分35秒 (駒ヶ根市)
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